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クリ－ンバック AT
／ビーエスエーサクライ

バイロフェックス／佐藤歯材
＜カートリッジ式除菌スプレー＞

リステリン®
ハグキケア & ムシバケア／松風
＜薬用マウスウォッシュ＞

＜チェアサイドバキューム機＞

-

チェアサイドでの義歯調整などに有効なチ
ェアサイドバキューム機“クリーンバック
AT”がビーエスエーサクライから発売され
ました。広くて操作性の良い全面クリアの
クリーン BOX は視界良好です。また、自
動センサーを内蔵しているため、BOX 内に
手を入れると LED ライトが自動点灯し、
同時に吸引を開始します。
【特徴】
●背面にマイクロモーターを収納できる 2
段スペースを確保。便利なスライド機能
付棚を採用しています。
●エアー循環方式を採用し、効率の良い吸
引と BOX に切削片が付着しにくいた
め、いつでもクリアな視界が得られま
す。
●静音タイプの吸引モーターを採用。強力
かつ効率的に切削片を吸引します。
●ワンタッチで着脱可能な大型フィルター
を採用し、お手入れも簡単です。
標準価格＝
クリーンバック AT
248,000 円
クリーンバック M（マニュアルタイプ）
218,000 円

『 ピタッと快適ジェル 』
＜ 日本歯科薬品 ＞

佐藤歯材から発売された“バイロフェック
ス”は、幅広い種類の細菌やウイルスに対
して除菌力を発揮する院内環境表面用除
菌スプレーです。アルコールフリーなので
院内の様々な素材・環境表面に使用できま
す。詰め替えや保管に優れたカートリッジ
リフィルタイプの除菌スプレーです。
【特徴】
●塩化ベンザルコニウム、アルキル-エチ
ルベンゼルアンモニウムクロライド、デ
ィデチルメチルアンモニウムクロライ
ドを主成分に、幅広い種類の細菌やウイ
ルスに対して除菌力を発揮します。
●アルコール&アルデヒドフリーなので、
ユニット合皮部、液晶画面、テーブル、
ライト取手部等様々な素材に使用がで
きます。
●専用のボトルに 500ml の水を入れ、カ
ートリッジを挿入して使用する、カート
リッジリフィルタイプです。
●スプレーノズルの先端を回転させるこ
とで噴霧の調整が可能です。
標準価格＝スターターキット（専用ボトル
＋カートリジッジ 2 個 3,600 円
リフィルカートリッジ10 個 12,600 円

松風から発売された“リステリン®ハグキ
ケア／ムシバケア”は、歯周病と虫歯をタ
ーゲットとした薬用マウスウォッシュ（液
体歯磨）です。それぞれに特化した有効成
分を配合し、ユーザーのお悩みに応じて使
用が可能です。刺激が苦手な方も継続しや
すいノンアルコールタイプで、ハグキケア
はジンジャー味、ムシバケアはグリーンミ
ント味です。
【特徴】
●“ハグキケア”は、グリチルリチン酸ジ
カリウムを配合し、歯周病菌を殺菌。歯
ブラシが届きにくい、歯と歯ぐきの隙間
まで作用して歯周病菌を殺菌します。ま
たさらに歯ぐきの炎症を予防します。
●“ムシバケア”は、イソプロピルメチル
フェノールを配合し、虫歯菌を殺菌。歯
ブラシが届きにくい、歯と歯の境目、奥
歯などの溝まで届いて虫歯菌を殺菌し、
虫歯を予防します。
●毎日使いやすいノンアルコールタイプ
で、低刺激性です。
患者参考価格＝
500ml
1ℓ

700 円（税別）
980 円（税別）

口腔乾燥症の方が快適に使える義歯安定剤！
今回は日本歯科薬品の『ピタッと快適ジェル』をご紹介いたします。義歯調整をしても痛
みや違和感がある時は口腔乾燥が原因かもしれません。ピタッと快適ジェルは、口腔乾燥症
の方が快適にお使い頂けるように設計された義歯安定剤です。特徴としましては、①口腔乾
燥などに伴う義歯のズレによる痛みを防ぎます。②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。③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。④食事の味を邪魔しない無味・無臭です。⑤水性なので水洗で簡単に除去で
きます。
ご購入いただきました先生からは、
「口腔内乾燥症の患者様に使って頂き痛みや違和感が
無くなって喜ばれていました。
」との声を頂いております。ピタッと快適ジェルが必要な患
者様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】等もご用意
しておりますので、この機会に弊社営業担当者にお問い合わせください。

患者参考価格＝
1 本 45g 入 1,000 円（税抜）

熊本店 営業三課 宮野 孝徳
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★今週の新刊

『 垂直的および水平的歯槽堤増大術 』
～ソーセージテクニックと新たなコンビネーショングラフト～

水平的歯槽堤増大術「ソーセージテクニック」で
知られる Urban による、垂直的・水平的な歯槽
堤増大術のノウハウが詰まった一冊。外科手術の
成否に関わるフラップデザイン、メンブレンの取
扱いはもちろんのこと、インプラント周囲の角化
組織増大、浅い口腔前庭や瘢痕の改善といった軟
組織のマネージメントの手法が、豊富な症例とと
もに十分に解説された書。
●著 ＝Istvan Urban
●監訳＝和泉 雄一／窪木 拓男／山﨑 長郎
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝37,000 円＋税
『 実践 咬合再構成を極める 』
～歯列不正、歯周疾患、多数歯欠損を読み解く～

臨床症状の有無にかかわらず、
咬合に問題を抱え
る患者に対して的確な咬合再構成、
顎口腔系の調
和を図ることが必要不可欠である。
患者の病態を
「不正歯列」
「歯周疾患」
「多数歯欠損」に分類し、
各病態の特徴と治療計画、咬合再構成の要点、治
療後の対応策をわかりやすく綴った書。
●著 ＝上田 秀朗
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝13,000 円＋税

『 ＩTＩ Treatment Guide Volume 10 』
～審美領域におけるインプラント治療
：単独歯欠損修復に関する最新の治療法と材料～

インプラント臨床家のためのトリートメントガ
イドシリーズ Vol.10 は、Vol.1 と同じ審美領域
の単独歯欠損修復がテーマ。現代的なインプラン
ト治療を行うために、最適な材料や術式のアップ
デートを紹介し、また、埋入位置や材料選択、成
長などに起因した審美的合併症の対処について
解説した一冊。
●編 ＝D.Buser／S.Chen／D.Wismeijer
●監訳＝黒江 敏史／船越 栄次
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝15,000 円＋税

『 インパクトの高いインプラント 100 論文&80 症例 』
～世界の最新 64 種類メンブレン情報付き～

メンブレン、デジタルデンティストリー、矯正用
インプラント、上顎洞底挙上術、インプラントオ
ーバーデンチャー、インプラント審美、抜歯後即
時埋入、軟組織マネージメント、インプラント合
併症、
インプラント咬合について読むべきインパ
クトの高い 100 論文を最新データベースより
選出し、80 症例もわかりやすく紹介した一冊。
●編 ＝一般社団法人
日本インプラント臨床研究会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,000 円＋税

別冊クインテッセンス 口腔外科 YEARBOOK

『 一般臨床家、口腔外科医のための
口腔外科ハンドマニュアル’18 』

『 インプラント武者修行 』
～海外留学・製品開発への挑戦～

臨床技能の習得に役立つ新企画
「口腔外科ビジュ
アルセミナー」をスタート。抜歯、インプラント
関連外科、歯の移植等を取り上げた「ベーシック
編」
、主に認定医・専門医をめざす方に向けた「ア
ドバンス編」
、周術期のケアやトラブル防止等を
紹介した「口腔と全身の管理編」の 3 編で構成。

日本人初のＩTＩ留学の道を切り開き、インプラ
ント界をけん引する著者による渾身の自伝。
幼少
期から留学前までの人生、
留学先での恩師や友人
たちとの出会い、失意の中の帰国、帰国後の製品
開発などのさまざまな経験を積む姿が描かれた
書。挑戦することへの勇気が湧いてくる一冊。

●編 ＝日本口腔外科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

●著 ＝高橋 恭久
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝1,600 円＋税

お口弱っていませんか？

『 噛みにくい・食べにくいは歯科医院で相談できます
患者さんのためのオーラルフレイルと
口腔機能低下症の本 』

『 患者さんにつたえよう！咀嚼効果 』
～歯科医院でつくって、つたえる脳健美力～

オーラルフレイル・口腔機能低下症について、自
身のお口の状態に気づけるようまとめた書。
待合
室に置くことで患者への理解が深まり、また、チ
ェアサイドでの説明にも活用できる一冊。

乳幼児から高齢者の「噛む」
「食べる」
「飲み込む」
を 30 年以上にわたって記録。そのデータは
13440 点以上を有する著者が、
「咀嚼」の患者
教育・指導およびコミュニケーション向上につな
げた一冊。

●著 ＝菊谷 武
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,000 円＋税

●著 ＝増田 純一
●出版＝グレードル
●価格＝5,500 円＋税
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