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ビバ Q／ナカニシ

バイオソフトレッチ／ジーシー

＜ポータブルバキューム＞

＜滅菌済針付縫合糸＞

Systema ハグキプラス PRO
／ライオン歯科材
＜歯周病予防歯磨剤＞

ナカニシから 11 月 1 日に発売される“ビ
バ Q”は、重量わずか 2.9kg の軽量タイ
プのポータブルバキュームです。スムーズ
な移動が可能で、また、安定した吸引力と
静かなバキューム音で、訪問診療をはじめ
とする携帯性に優れたポータブルバキュ
ームシステムです。
-

ジーシーから発売された“バイオソフレッ
チ”は、柔軟性にすぐれた PTFE（ポリテ
トラフルオロエチレン）製の非吸収性針付
縫合糸です。PTFE は生体内不活性で、炎
症反応が起こりにくい医科材料として広
く使用されており、結紮時の引っ張りに耐
える強さと、絹糸のようなしなやかさを併
せ持つ素材です。

【特徴】
●ナカニシ独自のバキュームボトル構造に
より、泡を吸引してしまってもコントロ
ールユニット内部への液体の侵入を防ぎ
ます。また、万一液体が侵入した際は吸
引モーターを停止させる水検知センサー
を搭載し、2 段階で故障の原因となる液
体の侵入を防ぎます。
●シンプルな操作パネルを採用し、ON／
OFF キーの押下げ時間で連続作動と断
続作動の選択が可能です。
●持ち運びに便利なハンドルを搭載し、不
使用時は倒せて収納できます。
●バキュームノズルを使いやすい場所に設
置できるホルダセットやフットコントロ
ール、吸引歯ブラシ等、オプション品で
揃えることができます。

【特徴】
●表面性状が滑沢な PTFE 糸は、結び目を
滑らせて増し締めを行い結紮を調整でき
るため、テンションをかけてフラップを
引き寄せるマットレス縫合や、創面の広
い場合などに優位性を発揮します。
●従来品のソフトレッチより柔軟性があ
り、糸の断端部が周囲組織を傷つけにく
いため、粘膜面での違和感がなく、患者
さんにもやさしい縫合糸です。
●モノフィラメント（単糸）タイプで、プ
ラークが停滞しにくく、感染による治癒
の阻害を防ぎます。
●ソフトレッチと同様、針はスリムカット
成形で、抜群の刺通性能で歯周組織の損
傷を最小限に抑えることが可能です。
●PTFE 糸 4-0（針長 16mm、19mm）
、
5-0（針長 13mm、16mm）の 4 種を
ラインナップ。

標準価格＝本体一式 159,000 円

標準価格＝10 本入 15,000 円

『 ジャケットスケーラーPRO
MO #0-00 』
＜ サンデンタル ＞

ライオン歯科材から発売された“DENT.
システマハグキプラス PRO”は、歯肉の
防御力を高めて歯周病を防ぐ、歯周病予防
歯磨剤です。バイオフィルム殺菌、浮遊菌
による菌コントロロールと上皮バリア機
能強化、はぐき組織の修復、歯ぐきの炎
症・出血抑制によるホストケアを両立した
歯磨剤です。
【特徴】
●歯肉の防御力を高めるホストケア成分
「VE（ビタミン E）
」と「TXA（トラネ
キサム酸）
」
、そして殺菌成分「IPMP」の
3 つの薬用成分配合により、歯周病を予
防します。
●歯肉細胞を活性化して歯肉組織を修復
します。また、歯肉上皮を強化して歯肉
内部への歯周病原因子の侵入を防ぎま
す。
●NaF（フッ化ナトリウム）1450ppmF
を高濃度配合でう蝕を予防します。
●ナチュラルペパーミントの香味です。
患者参考価格＝１本 90g 入
900 円（税別）

かゆいところに手が届く、ジャケットスケーラー！
今回ご紹介させていただく商品はサンデンタル㈱から発売されている『ジャケットス
ケーラーPRO MO#0-00』です。
特徴はストレートなシャンクに非常に小さいブレードがついたシリコングリップのス
ケーラーです。ブレードが小さいことから前歯部の隣接面や、歯間部の狭いところ、叢
生で他のスケーラーでは届かなかった所にもアクセスできるスケーラーです。
ご購入頂いた医院様からは、
「今まで見えていたのに、届かずに取れなかった所も、こ
のスケーラーならきちんと清掃することが出来る。
」と大変お喜び頂いております。
患者さんのセルフケアだけでは難しい部位をプロフェッショナルがメンテナンスを行
う為の最適な 1 本になると思います。実物の見本もご準備できますので、詳しくは当社
営業担当者までお声掛けいただきますようお願いたします。
長崎店

標準価格＝1 本 3,800 円

営業二課 本田 浩之
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★今週の新刊 『

3D イラストで見るペリオドンタルプラスティック
サージェリー インプラント・ポンティック編 』

シリーズ MＩに基づく歯科臨床 Vol.05

『 ペリオドントロジー&ペリオドンティクス 上巻 』

～エビデンスに基づいた外科手技・補綴処置～

大好評書籍『エビデンスに基づいたペリオドンタ
ルプラスティックサージェリー イラストで見る
拡大視野での臨床テクニック』の step by step
での 3D イラスト版。外科手技・補綴処置をエビ
デンスにそって解説し、さらにわかりやすい 3D
イラストによって、普段見ることのできないエキ
スパートたちのテクニックを余すことなく披露
した一冊。
●監著＝中田 光太郎／木林 博之
●著 ＝岡田 素平太／小田 師巳
園山 亘／山羽 徹
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝16,500 円＋税

歯周病の病因論はすさまじく発展し、多くの治療
法が開発されてきた。しかし、歯周治療の発展は
いったいどんな朗報を歯周病患者にもたらした
のであろうか？果たして、科学は正しく臨床に反
映されているのであろうか？わが国の歯周治療
にコンセンサスは得られているのだろうか？科
学的根拠に基づいた医療、多数かつ長期の経験に
基づいた医療による歯周治療を通して、患者の
QOL 向上に貢献することが目的の一冊。
●編著＝月星 光博
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝14,000 円＋税

『 治る歯髄 治らない歯髄 』

『 イラストレイテッド歯周外科ベーシックテクニック 』

～歯髄保存の科学と臨床～

～もっと上達したい人のためのポイント解説～

歯髄保存の原則、診断と治療方針、う蝕除去の実
際、直接・間接覆髄、仮封から最終修復までエビ
デンスと臨床ケースで解説された現代 Minimal
Intervention のバイブル。
「なぜ今、歯髄保存な
のか？」
の答えが詰まっているチェアサイドの置
いておきたい一冊。

すべての歯周外科治療の基礎となる手技・手法を
一手一手をイラストを多用し解説。
実技を見てい
るように手技がわかり、
これから歯周外科治療に
取り組みたい人はもちろん、
学び直しにもうって
つけの書。可能な限り歯を残す歯科治療のため
に、まずマスターしたい必読書。

●著 ＝泉 英之
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,000 円＋税

●著 ＝樋口 琢善 ●イラスト＝佐竹田 久
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝11,000 円＋税
歯科衛生士ブックレット Vol.1

『 やさしいインプラント治療 』
～初めての 1 本埋入をガイドします！～

診断・計画から埋入術式までの要点のみをおさえ
たシンプルな構成で、合計 30 分超の動画にア
クセスできる QR コードがついており、紙面で
紹介された症例の実際の臨床手技を目で確かめ
ることができる書。
インプラント治療初学者のた
めの一冊。

『 説明のプロに聞く！メインテナンスの
重要性をわかってもらうには⁉ 』
メインテナンスの重要性をどれだけ熱心にわか
りやすく伝えても、
患者さんが変わらないのはな
ぜ？元 NHK「ためしてガッテン」総合ディレク
ターが、ついつい「話が聞きたくなる」
「やって
みたくなる」伝え方のコツを楽しく伝授した書。
●著 ＝北折 一
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝2,200 円＋税

●著 ＝皆川 仁
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税
別冊ザ・クインテッセンス

『 咬合 YEARBOOK2018/2019
咬合と矯正歯科治療 』
「咬合と矯正歯科治療」をテーマとし、総論とし
て「矯正歯科治療と咬合 Q&A―達成すべき適正
な咬合は存在するのか？それが長期に安定する
といえるのか？―」
「顎関節治療との関連から矯
正歯科治療と咬合について考える」
の２論文を収
載し、
矯正歯科医と一般歯科臨床医が症例をもと
に咬合と矯正歯科治療の関係性と治療連携上の
要点を解説した書。

『 姫野かつよの 歯科筋機能学 勉強ノート 』
若年者の筋機能育成、成人の運動指導、高齢者の
リハビリなどのレベルアップのために、
解剖図だ
けではわからない筋肉の生理や働きを「観察」や
「体験」によって学べる一冊。スポーツ歯科医学
的視点から、口腔機能の訓練、指導を考える書。

０

●監著＝前田 芳信
●編著＝古谷野 潔／山﨑 長郎
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 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

●著者＝姫野 かつよ
●監修＝竹内 正敏
●出版＝医学情報社
●価格＝4,000 円＋税
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