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カチャックス／サンメディカル

ビューティセム ベニア／松風

エクザクリア／ジーシー

＜非ユージノール系仮着材＞

＜ラミネートベニア用レジンセメント＞

＜咬合採得
・多用途透明シリコーン印象材＞

操作性に優れ、臭いの少ない非ユージノー
ル系仮着材“カチャックス”がサンメディ
カルから発売されました。適量採取できる
細いノズルや練和しやすいペースト、また
高い保持性と除去性を両立した仮着材で
す。

-

【特徴】
●チューブの先端ノズルが細いので、等量
の採取が可能です。
●ベースペーストとキャタペーストは、滑
らかに練和することができ、ムラなく均
一な状態が目視で確認できます。
●仮着期間中は、テンポラリークラウンを
しっかりと保持します。また、テンポラ
リークラウンの撤去後の支台歯にセメ
ントが残りにくく、清掃が容易です。
●仮着材特有の薬品臭やユージノール臭
いがなく、患者へ与える不快感が抑えら
れます。
●歯周組織に対する刺激が少なく、ユージ
ノールアレルギーの患者にも有効です。
●重合阻害作用があるといわれるユージ
ノールを含まないので、最終修復物を接
着性レジンセメントで装着する場合に
も使用できます。
●ベースペースト 35g、キャタペースト
16g、練和紙のセット包装。
標準価格＝セット 3,700 円

『 プラスハートマウスティシュー 』
＜ 日本歯科工業社 ＞

標準価格＝オープン価格

松風から発売された“ビューティセム ベ
ニア”は、明度で選ぶシンプルな色調シス
テムの光重合型ラミネートベニア用レジ
ンセメントです。色調ラインナップがシン
プルで分かりやすく、明度で色調を選択す
ることが可能です。光重合タイプのため耐
変色性にも優れ、硬化時間も自由に設定で
きます。
【特徴】
●松風独自開発の S-PRG フィラーを含有
し、口腔内環境の健全化に寄与します。
●ビューティセムベニアは基本の色調を明
度の異なる 3 色（L-Value、M-Value、
H-Value）を用意し、幅広い症例に対応
します。また、Ivory-L、Ivory-D のアイ
ボリー色もラインナップし、縁上にマー
ジンが存在するベニア症例やインレー、
オンレーに有効です。
●硬化のタイミングを任意で設定できる光
重合タイプなので、ベニアをじっくりポ
ジショニングすることが可能です。
●試適時の仕上がりの色合いを確認できる
トライインペースト（試適用ペースト）
を全 5 色ラインナップ。水溶性なので簡
単に水洗が可能です。
標準価格＝キット 43,000 円
ペースト 2.0g（1.2ml）6,800 円

全光線透過率 97.3%の限りなくクリアに
近い咬合採得用シリコーン印象材“エクザ
クリア”がジーシーから発売されました。
エクザシリーズで培ったジーシーの技術
力で、全光線透過率 97.3%、ヘイズ値
0.2%の高い透明度と、バランスの取れた
操作性を確保し、高い透明度と良好な操作
性を実現します。
【特徴】
●非常に高い透明度を有しているため、容
易に咬合状態を目視で確認でき、顎位誘
導しながらの咬合採得が行えます。
●十分な操作余裕時間を確保しつつ、操作
余裕時間経過後は、速やかに硬化しま
す。
●操作余裕時間内は、過剰に垂れたり流れ
たりしない流動性を維持します。
●高強度硬質レジンブリッジ作製や間接
法によるプロビジョナルレストレーシ
ョンの作製に有効です。
●操作余裕時間（23℃）約 45 秒。咬合
採得時の口腔内保持時間 2 分。印象採得
時の硬化時間（23℃）約 7 分。
標準価格＝カートリッジ 51g（48ml）
×2 本入 7,200 円

なかなか口を開けて頂けない方もこれで解決！！
今回ご紹介させて頂く商品は、日本歯科工業社から発売の口腔ケア用ウエットシート『プラ
スハートマウスティシュー』です。特徴と致しましては、
①ノンアルコール・キシリトール配合・保湿成分配合のウエットシートで、高齢者に人気の
オレンジとイチゴ風味の香り漂うウエットシートです。
②低カロリーの為、余分なカロリーを摂取することなく使用でき、アルコールを含まないの
で糖分やアルコール禁忌の方にも使用することが出来ます。
③レーヨン/PET 不織布を使用し、毛羽立ちの少なく柔らかい素材の為、口腔内を傷付けに
くく優しく拭き取ることが出来ます。また、繊維が口腔内に残ることが無い為、清掃後に
不快感を与えません。
現在ご使用頂いております医院様からも、
「これを使うようになって患者様が口腔ケア時に口
を開けて頂けやすくなった。
」と好評を頂いております。ご高齢者の口腔ケアにご苦労なさって
おられます医院様は、この機会にお使いいただいては如何でしょうか。ご質問などありました
ら、弊社担当営業者までお尋ね下さい。
久留米店 営業一課 福澤 貴幸
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★今週の新刊

『 決定版 歯科医院のための感染対策 』

『 99%保険治療でも勝ち組になれる
予防を超える予防歯科 Part2 』

～ヨーロッパ基準のインフェクションコントロール～

～スタッフが患者さんから
100 倍のパワーをもらえるカラクル教えます！～

世界でもっとも厳格な RKI ガイドラインをふま
えたインフェクションコントロールについて、歯
科医師でただ一人の第 1 種滅菌技師を有する第
一人者が解説。これをふまえた実際の方法につい
て多数の洗練された写真をもとに網羅した、今ま
での常識を覆す決定版。

『歯科塾 YOBOU』が提唱する「与防」という
新しい切り口で、保険治療に取り組む考え方の実
践編。Part 2 では、塾生の成功事例などを加え
て、さらに実践的になり、院長と歯科衛生士さん
を楽しくし、あなたの医院を素晴らしい未来へア
シストしてくれる書。

●監著＝中村 健太郎
●著 ＝山本 司将／伊藤 磨樹／山本美由紀
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,800 円＋税

●著 ＝小島 理史
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,500 円＋税

QDT 別冊

『 デジタル対応で学ぶ！
歯科医師・歯科技工士必携シェードテイキング超入門 』

『 歯科におけるくすりの使い方 2019-2022 』

～どこで見わけて、どう対応？～

シェードテイキングにおけるチェアサイドから
ラボサイドへの伝達法の環境整備や補綴装置の
構造、
そして情報伝達に大きな役割を果たすシェ
ード写真の撮影法について懇切丁寧に解説した
一冊。デジタルカメラ&オールセラミック時代の
シェードテイキングが学べる書。
●監著＝小田中 康裕
●著 ＝相羽 直樹／青島 徹児／伊藤 竜馬
岩崎 智幸／瓜坂 達也／小田中康裕
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,800 円＋税

「抗菌薬適正使用」
「ポリファーマシー（多剤処
方）への対応」など、
“いま”必要とされる情報
を網羅し、
歯科医療従事者として把握すべき最新
の薬剤情報が満載。また、全身疾患とその最新情
報を、
各分野のトップランナーにわかりやすく解
説。大ベストセラー『歯科におけるくすりの使い
方』の最新版！
●編集＝金子 明寛／富野康日己／青木 洋介
佐野 公人／柴原 孝彦／川辺 良一
篠原 光代
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝8,500 円＋税

『 歯科衛生士のための食べるを守るシームレスケア 』

『 牛山京子の在宅訪問における口腔ケア 』

～急性期・回復期・施設・在宅における口腔健康管理～

～きれいな口・動く口・食べる口～

急性期から回復期、維持期、終末期に至るまで対
応できる口腔健康管理の知識・技量と心構えなど
症例を交えてわかりやすく実践的に解説。
高齢者
の口腔健康管理を切れ目なく（シームレス）行う
ための基本的知識とポイントをまとめた実践マ
ニュアル！
●監修＝公益社団法人 日本歯科衛生士会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,200 円＋税

これから訪問指導を行おうと考えている歯科衛
生士や、口腔ケアを学びたい人たちを対象に、在
宅訪問における口腔ケアの実際をまとめたロン
グセラーの実践書。
著者の数十年余にわたる実践
から生まれた貴重な体験が随所に生かされた書。
●著 ＝牛山 京子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,800 円＋税

『 健康 スポーツ歯科 Q&A 』

『 天然歯の形態学 1 』

～歯科がサポートする運動、健康、生活機能～

上下顎中切歯～第二大臼歯のすべての部位を写
真でまとめた珠玉の一冊。
天然歯形態をより理解
するツールとして活用でき、
歯の形態の見方や捉
え方を学ぶためのガイドブック。

スポーツ歯科はマウスガードの製作、
外傷への対
応、
スポーツパフォーマンスへの貢献ばかりでは
なく、生活を支える分野になってきています。ス
ポーツ歯科を Q&A 形式で詳述した一冊。

●著 ＝脇田 太裕
●出版＝医歯薬出版
●価格＝20,000 円＋税

●編著＝武田 友孝／安井 利一
●出版＝医学情報社
●価格＝3,000 円＋税

０
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