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ミクロナミキサーⅡ／白水貿易
＜印象材自動練和器＞

-

白水貿易から発売された“ミクロナミキサ
ーⅡ”は、モータートルクが強く、重さ
17.3kg と本体が安定しているため、立ち
上がりの初速が速く、印象材の練り具合に
差が出ます。簡単操作で気泡が入らず、均
質な印象材練和が可能で、手練和では得ら
れない印象材の性能を 100%発揮するこ
とができます。

ピタッと快適ジェル
／日本歯科薬品

チェックバイト ワックス
／キクタニ

＜入れ歯安定剤＞

＜咬合採得用ワックス＞

日本歯科薬品から発売された“ピタッと快
適ジェル”は、口腔乾燥症の方が快適にお
使いいただけるように設計された義歯安
定剤です。うるおい成分（ヒアルロン酸
Na）を配合したジェルで、口腔乾燥などに
伴う義歯のズレによる痛みを防ぎます。ま
た、口腔内が乾いていても義歯がピタッと
安定し、快適に使用することができます。

【特徴】
●印象材を入れたミキシングカップが同
時に自転／公転運動します。自転は印象
材をこねる働き、公転はこねた印象材を
遠心力で押さえつけ気泡を排除します。
この 2 つの作用により、より短時間で
高品質の練和物を得ることができます。
●タイマーセットの目安は 10～16 秒。
印象材や室温等により練和時間の変更
が必要です。
●オプションの専用計量器を使用するこ
とで、正確に水を計量することができ、
精密な印象を採得できます。

【特徴】
●口腔乾燥などに伴う義歯のズレによる
痛みを防ぎます。ジェル状なので、口が
乾いていても義歯がピタッと安定し、快
適に使用できます。
●うるおい成分（ヒアルロン酸ナトリウ
ム）を配合しています。
●食事の味を邪魔しない無味・無臭です。
●水性なので、水洗で簡単に除去できま
す。
●香料・色素・亜鉛は無配合。
●本剤は口腔乾燥の方に快適にお使いい
ただけるように、水性のジェルにしてあ
るため、持続時間は短めです。1 日の塗
布回数は３～5 回（朝食前、毎食後など）
が目安です。
●本剤が必要な患者さんをスクリーニン
グするための【診断シート】
、
【患者さん
向けリーフレット】等を用意。

標準価格＝本体一式
専用計量器

患者参考価格＝
1 箱 45g 入 1,000 円（税別）

260,000 円
8,200 円

『 セシード N カラーコート 』
＜ クラレノリタケデンタル ＞

キクタニから発売された“チェックバイト
ワックス”は、咬合状態の変形を少なくし
正確に再現できるバイト用ワックスです。
素材が黒色で咬合状態が判別しやすく、ワ
ックス中間にガーゼを入れ加強してある
ため変形しにくいのが特徴です。
【特徴】
●素材が黒色なので咬合状態を鮮明に視
認することができます。
●変形防止のためガーゼを中間に入れ込
んであります。
●軟化温度は約 58℃で、エアーもしくは
水で即硬化します。
●フルアーチタイプとパーシャルタイプ
の 2 種類をラインナップ。
●パーシャルタイプはスリット入りで作
業効率がアップします。

標準価格＝
フルアーチ（24 枚入）
パーシャル（105 枚入）

2,800 円
2,300 円

CAD/CAM 冠の艶出しに！
今回ご紹介する商品はクラレノリタケデンタル㈱から発売されています『セシード N
カラーコート』です。こちらの商品は、レジン表面の滑沢性付与・色調調整及びキャラ
クタライズに用います。レジン前装冠はもちろんプロビジョナル・CAD/CAM 冠の艶
出しやコントラストを付与することができます。
現在ご使用いただいている技工士様からも、
「単色の CAD ブロックにコントラストを
付けたり簡単に艶出しが行えるので重宝しています。
」と評価を頂いております。用途別
に９種類のコート材とプライマーが有り、組み合わせる事で多様な色調再現性と艶を効
率的に付与することができます。詳細につきましては、弊社担当営業者までお問合せく
ださい。

標準価格＝セット 32,400 円
単品
4,000 円

大分店 営業課 添田 義治
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★“2018 九州デンタルショー”盛会に閉幕！
6 月 2 日（土）
、3 日（日）の両日に渡り、(社)福岡県歯科医師会・福岡県歯科用品
商組合主催、(社)福岡県歯科技工士会・(社)福岡県歯科衛生士会・九州歯科用品商協同
組合協賛による九州歯科界最大のイベント “ 2018 九州デンタルショー ”が、マ
リンメッセ福岡（福岡市博多区）にて開催されました。本年は、
『白い歯・見つめる未
来』をテーマのもと、約 150 社もの出展メーカーの協力にて今年も最新機器を中心
に話題の製品が一同に展示されました。会場内では、数々の新製品を展示したメーカ
ーブース、また、各メーカーデモ及び説明コーナーに多数の来場者が集中し大盛況と
なっており、やはり話題の中心である CT・3D 機器や CAD/CAM 、3D プリンター
等のデジタルを駆使した最新機器の他、マイクロスコープやエンド関連、予防製品グ
ッズ、そして滅菌機器・器具等にも多くの関心が寄せられていました。また、生涯研
修セミナーは、5 会場において 2 日間 27 種もの研セミナーが開催され、どの会場も
満員、コ－ナーによっては座席を増設するほどの大盛況でした。全体の来場者数は、2
日間とも好天に恵まれたこともあり、昨年と比較して 2,000 名もの増加が見られ、特
に新施設基準対応講習会の開催もあり歯科医師様のご来場が多く伺えました。また歯
科技工士様、歯科助手様の増加も多く、変わりゆく歯科医療への関心度の高さが感じ
られた 2 日間であり、盛会に閉幕しました。来年の九州デンタルショーは、2019 年
5 月 25 日（土）
、26 日（日）に同会場にて開催が予定されております。

2018 九州デンタルショー来場者数
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歯科助手様

※来場者数は、受付係によりカウント器を用いて計測

★今週の新刊

『 村岡秀明の日めくり総義歯セミナー
入れ歯三十一景 毎日ひとつずつ考えよう 』

『 顎関節症セルフケア指導ハンドブック 』

総義歯製作のための“ 大切な 31 項目”を日め
くり形式で、わかりやすく格言風にまとめた一
冊。チェアサイドに置いて見るだけで、毎日楽し
く総義歯が学べる永久保存版の日めくりカレン
ダーの書。

顎関節症治療において重要とされるセルフケア
について、広範囲にわかりやすく解説した実践
書。長年臨床に取り組んできた著者陣が症例をも
とに詳細に解説。現在の顎関節症治療の基本とな
る一冊。

●著 ＝村岡 秀明
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,500 円＋税

●編 ＝顎関節症臨床医の会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税

『 チェアサイド オーラルフレイルの診かた 第 2 版 』
～保険対応！歯科医院で気づく、対応する口腔機能低下症～

『 口の中をのぞいてみよう！見えない病気が
見えてくる 口腔粘膜病変アトラス 』

2018 年 4 月から診療報酬に加わった「口腔機
能低下症」
。その診断法や対応などを改訂にあた
り加筆し、口腔の機能訓練の方法なども充実。ま
た、診断フローチャートも追加され、歯科医院と
してより効果的で、確実な対応法を明示した書。
詳しくわかる動画付き。

小児・成人の口腔粘膜病変およびその周辺にあら
われる特徴的な症状とそれに付随する皮膚症状
を供覧。一見、異常に見えるが問題のない症状、
見逃してはいけない小さいサインなど、日常診療
に必要な知識や症状を豊富な写真で解説したア
トラス書。

●著 ＝菊谷 武
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,000 円＋税

●編著＝日野 治子
●出版＝学研メディカル秀潤社
●価格＝8,000 円＋税
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