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抜歯鉗子 Clow 残根用／YDM
＜抜歯鉗子 残根用＞

グルーマ®ボンドユニバーサル
／クルツァージャパン

2Way グランデ／サンデンタル
＜歯科用歯ブラシ＞

＜歯科用象牙質接着材＞

シンプルに使えてキレイに撮れる！歯科

YDM から発売されている
“抜歯鉗子 Clow
シリーズ”に「残根用」が新たにラインナ
ップされました。シャープな先端部と長い
ネックで隣在歯を避けて残根へアプロー
チすることができ、内面ギザのエッジによ
るスパイク効果で滑りにくく、歯質が脆い
残根も力をかけ過ぎずにつかむことがで
きます。
【特徴】
●鉗子の爪がつねに残根の 3～4 ヶ所にか
かることによって力学的バランスの良
い支点となり、残根を安定して保持しま
す。そのため、残根の幅や湾曲の大きさ
を選ばずに幅広く適応します。
●バネにより先端部の可動範囲が安定す
るため、残根に適合させる際のコントロ
ールが容易です。従来のようにハンドル
中央部に指を入れて調節しながら適合
させる必要がなく、作業がスムーズに行
えます。
●残根の保持に強い力を必要としないた
め、スリムで軽量化を実現。把持操作で
の負担が軽減されます。
●シャープな先端と、ネックが細く長いた
め、隣在歯を避けて残根にアプローチで
きます。
標準価格＝前歯用・臼歯用 28,000 円

『 バイオシーシーラー 』
＜ ヨシダ ＞

クルツァージャパンから発売された“グル
ーマ®ボンドユニバーサル”は、蒸発しや
すいアセトンを使用し、水分とモノマーが
分離しやすく、処理後の酸性モノマーが効
果的に働き、クニカルエラーが発生しにく
い設計です。疎水性のボンディング層がし
っかり残るので、テクニカルエラーが少な
く優れた接着が期待できる 1 液タイプの
歯科用象牙質接着材です。
【特徴】
●幅広い被着体に高い接着効果を発揮し
ますが、ボンディング材の用途の中で最
も使用される（約 90%を占める）歯質
との接着に重点を置いて設計されてい
ます。
●歯質と被着体のギャップが少なく機能
面、審美面で優れた効果を発揮します。
●支台歯形成後の象牙質をコーティング
し、歯質を保護します。
●象牙細管を封鎖し、疼痛を抑制すること
が可能です。
●フィッシャーシーラントの接着にも使
用が可能です。
●セラミック、ハイブリッドレジン、
CAD/CAM 冠の接着には、グルーマセ
ラミックプライマーを併用ください。
標準価格＝4ml 入
13,000 円
バリューパック 4ml×3 本 32,000 円
セラミックプライマー4ml 入 4,750 円

サンデンタルから発売された“2Way グラ
ンデ”
（サムフレンド）は、幅広ヘッドで
スマートに効率よくブラッシングが行え
る歯ブラシです。ヘッドを少し大きく、で
も先端は最後臼歯部にも到達しやすいよ
うに菱形カットに設計されています。
【特徴】
●薄型（4mm）
・幅広菱形ヘッドにより、
ブラッシングストロークが安定し、効率
よく歯面にフィットし、また、先端菱形
形状により最後臼歯部にも無理なく到
達します。
●超極細毛が歯間に入り、ラウンド毛が歯
面に到達します。歯間部・歯面両方にフ
ィットします。
●細いネック部により、口腔内での操作性
に優れています。
●握りやすいグリップ形状により、持ちや
すく手にフィットするように設計され
ています。
●ハンドル色はスモーキーカラー（全 4
色）をラインナップ。
患者参考価格＝1 本 330 円（税込）

シンプルかつスピーディーな充填を！
今回ご紹介させて頂く商品は、(株)ヨシダより発売されております根管充填材の『バイオシー
シーラー』です。この商品の大きな特徴は、水酸化カルシウムを含んでおり、従来の根管充填
材に比べて抗菌性（ph11-13）に優れており、さらに初のレジンフリーだけでなくビスマス
も含まないので対変食性にも優れています。また、プレミックスタイプのシーラーなので練和
の必要がなくスピーディーな充填が可能です。
実際にご使用いただいている医院様からは、
「バイオシーシーラーは流動性がよく、レントゲ
ン不透過性も高いためイスムスなどの狭窄部の充填には効果があり、バイオセラミックシーラ
ーとしてはコストも下がり、有用性は高い。
」との声を頂いております。是非この機会にお試し
いただければと思います。詳細につきましては、弊社営業担当者までお問合せください。
福岡店 営業一課 大友 翔平
標準価格＝0.5g×4 本 10,500 円
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★Planmeca Japan 最新実機 九州初上陸のご案内！

プランメカ社製 CBCT 装置＆CAD/CAM 関連機器を UK デンタル熊本店ショールームに展示中！
弊社では、Planmeca Japan㈱の取扱い代理店としまして、この度最新
の CBCT 装置ならびにＩOS スキャナー、ミリング加工機を UK デンタ
ル熊本店 3F ショールームに展示いたしております。プランメカはデジタ
ルパーフェクションを唱えており、医院様の求めている治療の全てをデジ
タルで繋ぐことができます。是非この機会に触れてご体感いただきますよ
うお願い申し上げます。事前アポイント制とさせていただいておりますの
で、詳細につきましては、弊社営業担当者までお申し付けください。
【展示機器のご案内】
●CBCT 装置「プランメカ Pro Max® 3D Mid
＋ ProCeph（ワンショットセファロ）」
Φ34×42mm からΦ200×170mm までのボリュームサイズに
対応する真のオールインワンの撮影装置です。ベストプラクティス
を維持しつつ、幅広い診断タスクに対応します。
●口腔内スキャナー「プランメカ Emerald S」
小型、軽量、高速、正確で、スムーズな口腔内スキャンに最適です。
●加工機「プランメカ PlanMill 30 S」
高品質の修復物のための費用効率に優れた単一スピンドルのミリン
グのデンタルミル。５つのツールのための自動ツールチェンジャー
を搭載しています。

★今週の新刊

『 あなたの歯科医院は人生 100 年時代に対応
してる？ ご近所医科歯科連携導入マニュアル 』
医科歯科連携においての押村流
“ここなら大丈夫
そう”な医科クリニックの探し方から、診療情報
提供書のサンプルレター集や添付資料の工夫ま
でを網羅。医科歯科連携にあたっての疑問や不
安、悩みに本書が答える「ご近所医科歯科連携導
入マニュアル」書。
●監著＝押村 憲昭
●著 ＝武内 博朗／赤司 征大／今林 大輔
関 善弘／白石 聖惠／山村 加奈
●出版＝インターアクション
●価格＝7,200 円＋税

HYORON ブックレット

『 歯質接着の今を知り 未来を語る 』
～良好な予後を確実にするために～

本書では、確実な接着を獲得するために必要な
知識である各接着システムの特徴や選択基準、
良好な予後を得るためのテクニックや臨床ポイ
ント、さらに患者満足度を得るための術前のコ
ンサルテーションなどについて、エキスパート
が詳しく解説。接着システムの性能を活かし、
良好な予後を確実にするために役立つ一冊。
●編著＝宮崎 真至
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝4,800 円＋税
歯科技工別冊セレクション

月刊「歯界展望」別冊

『 はじめての部分床義歯 』

『 アナログもデジタルも！ 保険も自費も！
5 年目までに押さえておきたい 67 のポイント 』

東西問わず大学の補綴科で義歯臨床を学んだ若
手臨床家による、
義歯臨床を成功させるために共
通して重要だと考えられるポイントを治療工程
ごとに収載。
一般的な治療としてニーズが高まる
“部分床義歯臨床”
への不安と悩みを確実に減ら
し、治療を成功へと導く、若手臨床家必携の部分
床義歯治療の入門書。

卒後 5 年目までに身に付けておきたい技工テク
ニックを、作業の流れに沿って 67 項目でまと
めた、
悩める若手歯科技工士のための道標となる
一冊。各作業項目のポイントを写真、簡略な説明
で解説するシンプルでわかりやすい内容で、
後進
を育成する際にも便利に活用できるツールとし
てフォローアップしたガイドブック。

●編 ＝松田 謙一／萩野 洋一郎
兒玉 直紀／和田 淳一郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,300 円＋税

●編 ＝株式会社シンワ歯研作業適正化委員会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,900 円＋税
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