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ピカ泡クール／松風

UHA デンタクリア
／モモセ歯科商会

＜義歯用泡ハミガキ＞

ライカ S9 シリーズ／モリタ
＜歯科技工用マイクロスコープ＞

＜キシリトールタブレット＞
-

食事のあとに、気になる義歯の汚れを泡で
ブラッシング！松風から発売された“ピカ
泡クール”（製造：ロート製薬）は、歯科
専売の義歯用泡ハミガキです。ポンプタイ
プで、はずした義歯にシュッと泡をかけ、
汚れを浮かせてブラシで磨きます。食後や
義歯装着時前に使用することで、義歯の汚
れを防ぎ、爽やかなミントの香りが口中に
広がります。

歯科技工用の実体顕微鏡“ライカ S9 シリ
ーズ”がモリタから発売されました。レン
ズと拡張性の匠のこだわり、最高峰アポク
ロマートレンズを搭載しシステム拡張を
実現した歯科技工用マイクロスコープで
す。

モモセ歯科商会から発売された“UHA デ
ンタクリア”（UHA 味覚糖製造）は、
L8020 乳酸菌の高濃度発酵エキスを配合
し、製品中に 65%含有されているキシリ
トールと共に、W（ダブル）の力で口内環
境に集中アプローチします。

【特徴】
●IPMP（イソプロピルメチルフェノール）
などの成分により、99.9％の除菌率（ロ
ート製薬調べ）を誇ります。また、3 種
類の界面活性剤で難溶性の脂肪を分解
し、義歯をきれいに保ちます。
●食後や義歯装着時の不快感があったと
きは泡タイプ「ピカ泡クール」
、就寝時
にはカンジダ溶菌酵素配合の錠剤タイ
プ「ピカ」を使用することで、急速な増
殖スピードを持つデンチャープラーク
の対応としても有効です。
●約 150 回プッシュが可能です。

【特徴】
●広島大学歯学部によって発見された
『L8020 乳酸菌』
。虫歯になりにくい
人から発見された新しい乳酸菌です。虫
歯菌の発育を阻止することで、お口の中
の菌のバランス（口内フローラ）を整え
る働きが注目されています。
●虫歯の抑制に効果があります。
●歯みがきにプラスして！毎日の健口ケ
ア習慣に！お口のネバつき予防に！
●ヨーグルト味のタブレット錠タイプ。
●本製品に乳製品は含まれていません。

患者参考価格＝
1 本 150ml 入 980 円（税別）

患者参考価格＝
1 袋 21 粒乳 550 円（税別）

『 Check-Up ルートケア 』
＜ ライオン歯科材 ＞

患者参考価格＝
1 本 90g 入 850 円（税別）

【特徴】
●ライカのハイエンドモデルに搭載され
ている光学技術「Fusion Optics」を採
用。実体顕微鏡の左右光路を非対称と
し、高い解像度、深い焦点深度を実現し
ました。観察視野内の中心部だけでな
く、すべてにピントが合った立体像を得
ることにより、ピント合わせが軽減し、
技工物への適切なアプローチが行え、快
適な作業が可能です。
●カメラ無（S9E）と内蔵カメラ有（S9i）
とカメラ外付の 3 眼タイプ（S9D）を
ラインナップ。S9i は、1000 万画素
カメラを内蔵し、HDMI 経由で直接モニ
ターにライブ画像を表示できます。ま
た、データは SD カードに直接保存可能
です。
●スタンドは、落射スタンド、スイングア
ーム、フレックスアームの 3 タイプの
から選べます。
標準価格＝S9E 286,000 円～
S9i 554,000 円～
S9D 310,000 円～

歯肉退縮の気になる患者様に、新 Check-Up ルートケア！
今回ご紹介させて頂く製品はライオン歯科材㈱の『Check-Up ルートケア』です。日本国内で
は、フッ化物配合歯磨剤のフッ素配合上限は 1000ppm でしたが、国際基準（ISO）と同じ
1500ppm を上限として許可されました。それに伴いチェックアップシリーズは大人用アイテム
３品（standard、rootcare、gel ミント）のフッ素濃度が 950ppm から 1450ppm に高めて
います。Check-Up ルートケアは根面が露出した口腔内におすすめの製品ですが、その特長とし
ては、①フッ化物を高濃度配合（1450ppmF）
、②フッ素がう蝕の発生・進行を予防し、コーテ
ィング剤である PCA（ピロリドンカルボン酸）が露出した象牙質をコートする、③硝酸カリウム
配合で、歯がしみるのを防ぐ、④殺菌成分 CPC 配合で、歯肉炎を予防、⑤象牙質にもやさしい研
磨剤無配合のジェルタイプ等々。
お使いの医院様でも、歯肉退縮された患者様に販売されたところ非常に好評とのことです。私
自身も歯肉退縮した部位に使用してみたところ慢性的な知覚過敏を改善することが出来ました。
フッ素濃度の向上でリニューアルされた Check-Up ルートケア、ご興味いただける方はこの機会
に弊社担当者にお問い合わせください。
長崎店 営業二課 山口 逸平
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「pd 診療よもやま話」 -8-

エピローグ

PLoS（Performance Logic Society）
谷口 敏雄

これまで pd 診療とマイクロスコープ診療の親和性についていろいろお話してきました。
pd 診療とは初回と第 2 回にお話ししましたように固有感覚を活かせる姿勢で歯科診療を行うというものなのです。
それはワーキングミラーを習得して、覗き込み診療をできるだけ少なくしていきましょうというものなのです。そうす
ることで腰痛の原因からも解放されますし、マイクロスコープを導入した場合でも、あらゆる診療にその日から使いこな
すことができるようになります。
どれだけ覗き込んでも臼歯部の遠心のようにどうしても見えない部位があるわけですから、ミラーを使いこなし、座位
で背筋を伸ばしたストレスのない楽な姿勢で診療をされませんか。
私の所属するプロス（PLoS＝Performance Logic Society）というスタディグループでは皆様に pd 診療を身につけてい
ただく為のセミナーやマイクロスコープを使いこなす為のセミナー、アシスタントワークの教育など様々なセミナーをご
用意しております。また、前回お話しましたミラー「pd ミラー」も商品として提供しております。どうぞ、お出入りの営
業マンにお問い合わせください。
約 4 か月にわたり、私の「pd 診療よもやま話」にお付き合いいただきありがとうございました。何かのお役にたてた
なら幸甚です。
（終わり）

★今週の新刊

デンタルダイヤモンド増刊号

『 やってる？ 歯の移植・再植 』
歯の移植・再植に際しての知識を振り返るととも
に、基本的な術式の流れと勘所、よくあるトラブ
ルとその対応に加え、どのような診断基準で治療
にあたればよいのかを、多くの写真を用いて紹
介。
「歯の移植・再植」の、入門にも再確認にも
なる一冊。
●編集＝塚原 宏泰／新井 俊樹
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,400 円＋税

『 ライフステージに沿った
これからの予防実践 book 』
患者の一生涯を支える歯科衛生士として、患者に
寄り添っていくには、あらゆるライフステージに
おけるリスクを把握し、それらに合わせた予防策
を講じられる知識を身につけることが求められ
ます。本書は、そのような趣旨のもとに編まれ、
臨床現場ですぐに活用できる情報を収載した一
冊。
●監著＝深川 優子
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,000 円＋税

『 藤本研修会 Standard Textbook
1 Endodontology 』

『 歯内療法のレベルアップ & ヒント 』

『藤本研修会 Standard Textbook』シリーズの
第１弾「Endodontology」は、膨大なエビデン
スと臨床経験に裏打ちされた歯内療法の真のス
タンダードを学ぶことができる待望の一冊。歯内
療法において、何をみるべきか、どんなリスクが
あるのか、そしてその手技にはどんな効果がある
のかを、日常臨床での活用・応用を想定して解説。

歯周治療や歯内療法、小児歯科など、全 10 カテ
ゴリーに関するテーマを集め、各専門家が創意工
夫や注意点といった臨床の“勘所”を端的にまと
めた『日常臨床のレベルアップ&ヒント 72』
。本
書は、その各論シリーズの第一弾。歯内療法に長
けた“超”豪華執筆陣らが、珠玉のアイデア＆テ
クニックを惜しみなく披露した一冊。

●監修＝石井 宏
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝14,000 円＋税

●編著＝北村 和夫
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝8,500 円＋税
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