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NEX エンドソニック／ジーシー
＜エンド用コードレス超音波洗浄器＞

-

ジーシーから 10 月 1 日に発売される
“NEX エンドソニック”は、4 万 Hz の超
音波で根管内をパワフルに洗浄するエン
ド用コードレス超音波洗浄器です。根管洗
浄専用器なので、用途ごとにチップやモー
ドの変更が不要です。また、コードレスで
軽量ボディ（76g）なので、取り回しがラ
クで快適に操作が行え、持ち運びも容易で
す。
【特徴】
●超音波により発生するキェビテーショ
ン（短時間での泡の発生と消滅）効果で、
象牙質を傷めることなくスメア層を浮
かせて除去します。
●洗浄液中に超音波を放射することで、洗
浄液が根管内で流れを作り、キャビテー
ションをすみずみまで伝搬させます。
●付属のレンチを用いアクチベーターチ
ゥプの角度を調整することで、目的の角
度に合わせて使用できます。
●部位ごとの最適な曲げ角度を選択する
ほか、角度範囲内であれば自由な角度調
整も可能です。
標準価格＝本体一式
98,000 円
アクチベーターチップ（3 本入）
16,500 円

『 エナメルコンディショナー 』

ビューティボンド ユニバーサル
／松風

トクヤマ リベースクリーナー
／トクヤマデンタル

＜歯科用象牙質接着材＞

＜入れ歯洗浄剤＞

松風から 9 月 21 日に発売される“ビュー
ティボンドユニバーサル”は、クニカルエ
ラの抑制にこだわった 1 液性アドヒーシ
ブです。フィラー無配合、疎水性モノマー
の採用による安定した接着性に加え、強
さ、使いやすさを兼ね備えています。また、
同時発売する「ビューティボンド ユニバ
ーサル DCA」
、
「ポーセレン アクティベー
ター」の 3 本で、CR 修復・口腔内リペア
だけでなく、補綴修復（ラミネートベニア
修復を含む）やレジンコア築造時など、
様々な用途に対応が可能です。
【特徴】
●フィラーの無配合により、アドヒーシブ
の粘度を抑え、水の除去を容易にします。
●水との親和性が高い親水性モノマー
（HEMA）を配合していないため、アド
ヒーシブへのエア乾燥によって、モノマ
ー成分と水を容易に分離・除去できテク
ニカルエラーを抑制します。
●エア乾燥時に、アドヒーシブが隣在歯に
飛び散りにくいよう設計されているた
め、MＩ窩洞の症例でもスムーズな診療
が可能です。
標準価格＝1 セット
15,000 円
トリプルパック 30,000 円

トクヤマデンタルより入れ歯洗浄剤“トク
ヤマリベースクリーナー”が 9 月 21 日か
ら新発売になります。トクヤマリベースク
リーナーは、洗浄効果を高めるきめ細かな
泡立ちにて汚れを素早く除去します。
【特徴】
●洗浄時間は 5 分程度。ひどい汚れは浸漬
後にスポンジなどで軽くこするとより
効果的に除去できます。
●過酸化分系＋カテキンを配合し、除菌率
99.99%を実現。
●洗浄後は食事を邪魔しない控えめな淡
いミントの香りで、きつい匂い残りがあ
りません。
●総義歯はもちろん、金属にやさしく部分
床義歯にも使用が可能で、院内では裏装
や床修理、増歯等の義歯の補修前後の清
掃にも役立ち、より確実な仕上がりにつ
ながります。
●入れ歯や矯正用リテーナー、マウスガー
ドの洗浄に有効です。
●歯科医療機関専売品です。
患者参考価格＝1 箱 32 錠入）
700 円（税別）

脱灰がマイルドな歯面コンディショナー登場！

＜ 松風 ＞

標準価格＝1 本（3g 入） 2,100 円

今回ご紹介させて頂く商品は、㈱松風から発売されております歯面コンディショニング材『エナメ
ルコンディショナー』です。昨今、セルフエッチング系の接着システムが主流となっていますが、歯
面処理の段階でリン酸エッチング材を使用されるケースが多いと思います。しかし、リン酸エッチン
グ材ではエナメル質に対して非常に過度の脱灰を伴い、歯の白濁や接着力に影響する問題がありまし
た。そこで、歯面上の汚れを除去し、セルフエッチング系接着材の接着に適した歯面を創造できる『エ
ナメルコンディショナー』を検討してみてはいかがでしょうか？
製品特徴としましては、①有機酸を配合することでリン酸エッチング材のように過度の脱灰を伴わず
接着性能の低下要因となる歯面上の汚れを溶解・除去することが可能です。さらにスメア層は確実に
除去しながらもエナメル小柱は露出せず、セルフエッチング系接着材の強度を高め接着力の強度に寄
与します。➁象牙質に接触しても過度の脱灰とならず象牙質に対しての接着力が落ちにくい。③狙っ
たところに的確に処理できる物性にも注目です。ゲル状＋極細チップ採用で垂れずに選択的な歯面コ
ンディショニングが可能。極細チップを採用し微細な小窩裂溝や、CR 修復時のエナメル質前処理に
も的確に処理できます。
『エナメル質を含む CR 修復時の歯面処理』
、
『過度の脱灰が大きなリスクと
なりうるシーラントの前処理』に重宝しそうなコンディショナーです。是非、この機会にご検討いた
だき、弊社営業担当者までお問合せください。
福岡店 営業一課 西坂 慶紀
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★今週の新刊

『 CT 動画が語る
サイナスフロアエレベーションの真実 』
～バイオロジーと偶発症対策のポイント～

前著から８年が経過し、今まで知られていなかっ
た新事実が数多く判明した。本作では上顎洞のス
ペシャリストが最新のバイオロジーと併発症対
策のポイントを詳説するだけでなく、40 本にも
及ぶ動画閲覧サービスも付帯し、上顎インプラン
ト治療を行うインプラントロジスト必見の内容
の書。

『 エンドに必要なアナトミー 』
～根管の構造と機能に基づく実践歯内治療～

「解剖編」でその基本的事項を解説し、
「治療編」
ではエンドの理論と実際についてわかりやすく
述べ、全編にわたり歯牙標本、病理組織写真およ
びエックス線写真をふんだんに盛り込み、臨床例
とともに治療に役立つ内容とし、併せて文献的考
察も充実させた、著者渾身の一冊。
●著者＝川崎 孝一
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝11,000 円＋税

●著者＝野阪 泰弘
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝13,000 円＋税
『 新版 チェアサイド・介護で役立つ
口腔粘膜疾患アトラス 』
～どこで見わけて、どう対応？～

日常臨床で遭遇しやすい 50 の口腔粘膜疾患を、
「すぐに専門的治療を開始する病変」
「急がない
が専門的に治療する病変」
「対症療法が中心にな
る病変」
「治療を要さないもの」など緊急度に応
じて分類。疾患ごとに見開き 2 ページを使い、
左ページに病態写真と視診のポイントを、
右ペー
ジに疾患の概念や対応などの基本的事項を解説
した実用書。

『 研修医・歯科衛生士にこそ読んでもらいたい！
学校では習わなかった義歯と義歯ケアの話 』
～オーラルフレイルの時代：患者さんに説明できますか？
義歯と全身・食事・栄養のこと～

高齢患者には一般的な義歯治療・口腔ケアだけで
はその予防には不十分である。本書は、高齢患
者・要介護高齢者（やその家族）にも説明できる
義歯の扱い方、義歯ケア用品の注意点に加え全
身・食事・栄養など、これまであまり取り上げら
れてこなかった義歯装着後のケアに関する基本
的事項を簡素にまとめあげた一冊。
●監著＝水口 俊介／古屋 純一
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,200 円＋税

●著者＝中川 洋一
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,000 円＋税
『 マストオブ・イニシャルトリートメント 』

『 マストオブ・リトリートメント 』

～歯内療法を成功に導く 基本テクニック&トピックス集～

～歯内療法の再治療&成功させるテクニック&エビデンス集～

わが国では頻度が高い歯内療法の再治療を低減
させ、
良好な予後に欠かせない初回の歯内療法を
成功させる基本テクニックやノウハウをギュッ
と凝縮。
臨床家にとってマストバイなシリーズ第
一弾！
●編著＝北村 和夫
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝7,500 円＋税

●編著＝北村 和夫
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝7,000 円＋税

『 おひとりさま専門的口腔ケア 』
～歯科衛生士による在宅単独訪問の実際～

在宅医療・在宅介護」の時代に突入した日本。訪
問診療に関する知識と技術を身につけた歯科衛
生士が行う専門的口腔ケアが必要とされていま
す。
本書は訪問歯科衛生士が備えたいあらゆる情
報を網羅した、訪問現場待望の一冊。
●著 ＝平松 満紀美
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,600 円＋税

予後が悪いと抜歯が選択されがちであった歯内
療法の再治療は、
近年では保存可能で良好に経過
しているケースも多く報告されています。
再治療
の成功に欠かせないテクニックやエビデンスを、
歯内療法学をリードする執筆陣が解説！ 待望の
シリーズ第二弾！

HYORON ブックレット

『 根面被覆術を治療オプションに加えよう！
～上皮下結合組織移植術のテクニックを中心に～

根面被覆をメインテーマに、
歯周形成外科の基本
的知識から術式や器具、
さらには成功へ導くため
のポインチなどを詳述した一冊。
●編著＝松川 敏久
●著 ＝井上 謙／北川 雄治
武井 則之／深野 秀明
●出版＝ヒョーロン
・パブリッシャーズ
●価格＝4,800 円＋税

０
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