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エレメンツフリー／ヨシダ
＜電熱式根管プラガー＞

EDTA アクアジェル（17%）
／ペントロンジャパン

KZR-CAD HR3 ガンマシータ
／YAMAKIN

＜歯科根管切削補助材＞

＜CAD/CAM 冠用材料＞

-

ヨシダから発売された“エレメンツフリ
ー”は、コードレスでペンタイプの電熱式
根管プラガー「ダウンパック」と電気加熱
注入器「パックフィル」を組み合わせたシ
ステムです。瞬間加熱と正確な温度制御に
より、短時間でより確実な根管充填を可能
にします。
【特徴】
●ダウンパックは、根管に挿入したガッタ
パーチャを加熱軟化し、より確実な根管
充填が行えます。ワンタッチで設定温度
まで瞬時に上昇するので、チェアタイム
を短縮できます。
●バックフィルは、根管充填材を加熱流動
化して注入します。立体的に拡大・形成
された根管に対し、より確実に充填しま
す。
●ダウンパックは 360°のリングスイッ
チ、バックフィルはワンタッチスイッチ
により、臼歯部などのアクセスしにくい
部位でも充填しやすくなっています。
●バックフィルカートリッジは、ニードル
一体型のガッタパーチャ入りシングル
ユース仕様です。ガッタパーチャがあら
かじめ装填されているので二次感染の
リスクを軽減します。
標準価格＝コンボユニット 380,000 円

ペントロンジャパンより発売された
“EDTA アクアジェル（17%）
”は根管拡
大時に生じるスミヤー層を効率的に溶解
するジェルタイプの根管切削補助材（Ni-Ti
ロータリーファイル専用潤滑材）で、Ni-Ti
ロータリーファイルへの負担を軽減しま
す。
【特徴】
●EDTA（Ethylen Diamine Tetraacetic
Acid：エチレンジアミン四酢酸）17%
によるキレート効果で、根管拡大時のス
ミヤー層を効率的に溶解します。
●水性ジェルの潤滑効果により Ni-Ti ロー
タリーファイルへの負担を低減します。
●透明ジェル（青色）のため注入後も根管
口を目視できます。
●水溶性のため、水洗で簡単に除去が可能
です。
●付属のベテルチップは先端部サイズ、外
径 0.5mm、内径(穴サイズ）0.3mm
の極細先端で、シリンジに装着しジェル
を髄腔内へ直接デリバリーできます。ま
たベテルチップはオートクレーブ滅菌
処理が可能です。

標準価格＝10mL シリンジ×2 本
6,000 円

『 TMR-MTA セメント 』
＜ YAMAKIN ＞

YAMAKIN から 2 月 1 日に発売される
“KZR-CAD HR3 ガンマシータ”は、
保険適用の CAD/CAM 冠大臼歯用ブロッ
クです。大臼歯に適した「高強度」を持ち、
「フッ素徐放性」を実現しています。
【特徴】
●ガンマシータに含有する無機フィラー
の平均粒子径は約 1μm です。微細フ
ィラーを高充填することで大臼歯に適
した機械的強度を向上させています。
●フッ素徐放性フィラーの添加量を最適
化することにより、強度と耐久性を向上
させながら、虫歯菌付着抑制が確認され
ています。
●ガンマシータの切削時間は小臼歯用ブ
ロック（YAMAKIN 社製）とほとんど
変わりません。また、乾式・湿式どちら
のタイプでも加工できます。
●X 線造影性と蛍光性を有します。
●ブロックサイズは、M、Ｌの 2 種類をラ
インナップし、1 個と 5 個包装から選
択できます。
●使用材料の品質保証として治療カード
が同梱されています。
標準価格＝
1 個入＝M：4,790 円、L：4,840 円
5 個入＝M：23,950 円、L：24,200 円

“大切なあなたの歯を守りたい”
歯科用覆髄材料 TMR－MTA セメント！
今回紹介させていただきますのは、YAMAKIN から発売されております『歯科
用覆髄材料 TMR－MTA セメント』です。非感染歯髄で、窩洞形成や外傷によっ
て偶発的に生じた 2mm 以内の露髄に用いられる商品です。
特徴としましては、①ビスマスフリ－、②水となじみが良く、練和が容易、③
硬化が速い、④高い圧縮強さ⑤生体適合性（硬組織形成促進効果）などが挙げら
れます。
ご使用いただいている医院様では、
「練和が容易で操作性が良く、変色しにく
い。
」と絶賛されていました。この機会に、是非ご利用いただくことをお勧めいた
します。詳しくは弊社営業担当者までお気軽にお尋ね下さい。

標準価格＝マイクロチューブ（0.2g×3 本）4,800 円
ガラス容器 3g（ホワイト・ライトアイボリー）
15,000 円

久留米店 営業一課 友田 智之
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別冊クインテッセンス YEARBOOK2018

★今週の新刊

『 歯内療法成功のためのコーンビーム CT 活用術 』

『 気鋭歯科医師が歯を残す・守る 』

～Cone Beam Computed Tomography in Endodontics～

～そのエビデンスとテクニック，患者説明～

コーンビーム CT における画期的な画像診断法
を歯内療法の臨床に適切に応用しレベルアップ
を図るための集大成の書。CBCT 使用のエビデ
ンス、
「ALARA の原則」に基づく放射線利用、
根尖性歯周炎、非外科的・外科的再根管治療、外
傷歯、歯根吸収、垂直性歯根破折など、疾患別に
臨床での活用法がわかる随一の解説書。
●編著＝Shanon Patel／Simon Harvey
Hagay Shemesh／Conor Durack
●著 ＝月星 光博（日本語版）
●監訳＝興地 隆史
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝11,000 円＋税

本別冊は、現在 30 代後半～40 歳半ばの気鋭歯
科医師 14 人によるケースプレゼンテーション
集。保存的な傾向が高まる現在の歯科臨床の潮流
をふまえて「歯を残す・守る」を全著者へのキー
ワードとして、その臨床における取り組みや治療
アプローチ、エビデンス、患者説明を紹介した書。
●著＝渥美克幸／泉英之／岩野義弘／上野博司
斎田寛之／清水宏康／須藤亨／髙田光彦
築山鉄平／中島稔博／二階堂雅彦／林洋介
平山富興／山下素史／吉田健二
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税
『 生涯歯を残せる時代の 5 つのスキル 』

『 新版 歯科矯正学事典 』

～歯科疾患の掌握・主訴対応・生活歯治療
・失活歯治療・ポジショニング～

医療としての矯正歯科治療、
アンチエイジングを
考慮した矯正歯科治療、
生体に優しい矯正歯科治
療などを行うために必要な知識を習得できるよ
う新編纂され、今後必要とされる 2,000 以上の
項目・用語を収録した歯科矯正学事典。

開業歯科医に必要な知識と技能のうち、
最初にで
きるようにすべき課題に絞ってわかりやすく習
得法を示したスタートガイド。
口腔内の長期安定
を実現する、
新時代の歯科医療に必要な基礎が身
につく必携書。

●監修・編集＝亀田 晃
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝18,000 円＋税

●著 ＝鈴木 彰
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税

『 The Fabric of the Modern
Implantology 』
～近代インプラント治療のテクニックとサイエンス～

インプラントシステムの特徴、表面性状に関する
考察から、インプラント治療の予知性や永続性を
はかるうえで欠かせないインプラント周囲のテ
ィッシュマネジメントや補綴術式についてのエ
ビデンスとテクニックなどを、豊富な症例ととも
に紹介した一冊。
●編著＝船登 彰芳／山田 将博／吉松 繁人
●出版＝医歯薬出版
●価格＝15,000 円＋税

『 歯科医院での実用英会話 第 2 版 音声 DL 付 』
歯科医院で使えるフレーズが満載！実際に歯科
医院で交わされた英語の会話をベースにしてい
るので、そのまま現場で使え、重要表現や単語も
充実。初診受付からさまざまな治療のシーンで役
立つ表現を網羅した一冊。
●著 ＝土田 和範／廣畠 英雄
笛吹 恵美子／上沖 晃一
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,600 円＋税

発行：株式会社 UK デンタル
熊本・鹿児島・久留米・福岡・長崎・宮崎・大分

『 イラストで楽しく学ぶ
デンタルオフィス入門 第2 版 』
～新人さんのための Text Book～

親しみやすいイラストで、歯科医院の仕事のすべ
てが、楽しく、みるみるわかるテキストブック。
さらにバージョンアップした改訂第 2 版！初め
て歯科医院で働く方に必ず読んでほしい一冊。
●監修＝高橋 英登
●著 ＝対馬 ゆか／遠山 佳之
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,200 円＋税

ママになった歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士が伝えたいこと！

『 食育とむし歯予防の本 』
お口と食のプロフェッショナルが、子育てで実践
してきた「なんでも食べる」からはじまる「むし
歯予防」！興味を持ってすぐにも実践できる、育
児のヒントがいっぱいの一冊。
●監修＝丸森 英史
●著 ＝神山ゆみ子／今村 幸恵
鈴木 和子／今村 智之
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,200 円＋税
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