Vol. 895 発行日 2022 年 1 月 24 日

バキュームミラー
／プレミアムプラスジャパン

キャビトン ファスト／ジーシー
＜水硬性仮封材＞

＜歯科用 3D プリンター＞

＜吸引型ミラー＞

プレミアムプラスジャパンから発売され
た“バキュームミラー”は、お使いのバキ
ュームに接続することで、ミラーのヘッド
部から吸引することが可能なバキューム
ミラーです。前後左右上下にある計 22 の
バキューム孔が、どのような角度でも吸い
残しを許さず、且つ舌や粘膜を吸い込むこ
とがありません。
【特徴】
●反射率 99%の表面反射ミラーにより、
ロジウムコーティング表面反射ミラーと
比較して 40%明るいミラーです。また、
防曇加工により、ミラーの曇りを軽減し
ます。
●常に吸い続けることができるので、ミラ
ーで圧排しながら防湿も同時に行えま
す。特に補綴のセット時に有効です。
●タービンやミラー、バキュームが入りづ
らい狭い口腔内に
●別売の 360°回転アダプター付き軽量
チューブでミラー操作を妨げません。
●バキュームミラーは、ブルー、イエロー、
グリーンの 3 本カラーアソートセット。
標準価格＝ミラー（3 本入）15,000 円
バキュームチューブ 18,000 円
変換アダプター
900 円

『 タービンジェット 』
＜ ピヤス ＞

標準価格＝タービンジェット
10,000 円
メンテナンス専用オイル P スプレー5,500 円

カーラプリント 4.0 プロ
／クルツァージャパン

ジーシーから発売された“キャビトンファ
スト”は、根管治療時の仮封や形成窩洞保
護を、より早く、より短く、そして操作が
さらに向上した水硬性仮封材です。
【特徴】
●硫酸カルシウム（石こう）を微細粒子化
することで、初期硬化のスピードがアッ
プ。これにより、早期に良好な辺縁封鎖
性が期待できます。
●充填後 30 分で咬合が可能です。従来品
の 1 時間の半分で硬化するため、患者さ
んの負担を軽減します。また、仮封材の
剥離によるリスクも低減します。
●ジーシーが独自開発したガラスフィラ
ー「BioUnion ガラス」を配合。インス
ツルメントやグローブにも粘着しにく
く、歯質へはしっかり密着します。
●ベタつきを抑えた適度なかたさで充填
がしやすい仮封材です。
●新容器を採用。フタと一体化した容器
で、密封性が高く、中身を湿気から守り
ます。また、フタはツバ付きで開閉しや
すいデザインで、使いやすさにも配慮し
ています。
●ホワイト、ピンク、アイボリーの 3 色を
ラインナップ。
標準価格＝1 個（30g 入）1,060 円

クルツァージャパンから発売された“カー
ラプリント 4.0 プロ”は、クルツァー社が
開発した歯科専用のインテリジェント 3D
プリンターです。3D プリント技術の「デ
ジタルライトプロジェクション」により、
一定の速度で積層するのではなく、投影シ
ーケンスと機械の動きを常に計算し造形
速度を適切に変化差させることで、高精度
な造形物の高速積層を実現します。
【特徴】
●従来器「カーラプリント 4.0」と比較し
てプラットフォームを 50%拡大。造形
できる面積が増えました。
●プリンター表示画面に従って操作する
だけなので、初めて操作する方でも簡単
に使用することができます。
●3D プリント面積は、W124×D70×
H130mm。
●右記の QR コードから
製品の紹介動画が閲覧
可能です。

標準価格＝本体一式 1,980,000 円

タービン故障リスクの軽減に！
今回ご紹介させて頂く商品は、ピヤス㈱から発売されているチャック内清掃ノズル『タービ
ンジェット』です。タービンのチャックが緩む原因といたしまして、チャック内部ホールドポ
イントへの注油不足、切削物等の汚れ詰まりなどがあります。
（チャック内清掃不足）チャッ
ク内部にしっかり注油が為されていないと、汚れが溜まり保持力の低下はもちろんチャック本
来の寿命も短くなり、その結果カートリッジ交換を余儀なくされます。タービンジェットは専
用のオイルスプレー缶を使用し、ステンレス製のノズルがチャック内部の正確な位置で四方八
方へ噴出されるよう設計されており、ホールドポイントの汚れの除去および金属摩耗の予防が
できるため、タービンカートリッジの長持ちに繋がります。
現在お使いの医院様からは、
「通常のタービンメンテナンスにひと手間加えただけだが、チ
ャック不良で修理に出す頻度は確実に少なくなった。
」とのお声を頂いております。タービン
の故障等が多発してお困りの医院様御座いましたら、是非一度ご検討いただければと思いま
す。なお、コントラ用としても同等商品がラインナップされております。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。
鹿児島店 営業二課 当房 洋介
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★今週の新刊

『 あなたの根管治療はここがまちがっている！ 』

『 メインテナンスが増える 患者説明 超入門 』

～失敗の原因、成功のポイントはなんだったのか？～

～そのまま使える！スタッフ教材＋患者説明用カード 13～

他医院で治療を失敗した患者の再根管治療を多
く手がける著者が、その失敗の原因、リカバリ
ー成功のポイントはなんだったのかを解き明か
す！実践臨床例やイラストなどを提示して「な
ぜ根管治療が失敗したのか？」
「どうすれば根管
治療を成功させられるか？」の視点から、新技
術で変革を成し遂げている根管治療を分析・解
説した一冊。
●著 ＝鶴町 保
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,000 円＋税

豊富な図解と短い文章で要点がわかりやすく
短時間で読める患者説明入門書が誕生。隙間時
間を使った時短学習が可能で、そして巻末付録
のカードで即実践！カードを繰り返し使うう
ちに、説得力のある患者説明が身につく一冊。
●著＝伊藤 中╱植野正之╱景山正登╱加藤正治
北迫勇一╱五味一博╱須崎 明╱土屋賢司
花田信弘╱平野正徳╱福島正義╱山崎要一
山崎てるみ╱山本 寛
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,900 円＋税

『 DH と DR のための歯周ポケット鑑別ガイド 』

『 やってみなはれ 』

～その病変は本当にペリオ？～

～粋で雅な歯科人生語録～

その病変（ポケット）は本当にペリオ？深いポ
ケットの原因がわからず迷うときに疑ってほし
い 4 つの病変をビジュアルに解説。歯周治療の
こだわる歯科衛生士・歯科医師のための歯周ポ
ケットガイドブック。
●編著＝森田 久美子
●著 ＝下野 正基／平井 友成／大川 敏生
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税

今、歯科界のインフルエンサーと言えば、この
2 人“中田光太郎”と“瀧野裕行”のゴールデ
ンコンビがタッグを組み、
「歯科人生語録」をま
とめた書。何事もまずは「やってみなはれ」の
信念で取り組む生粋の京都人 2 人が、臨床だけ
でなく医院マネジメントさえも成功させている
秘密が明らかになる一冊。
●著 ＝中田 光太郎／瀧野 裕行
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝2,700 円＋税

別冊ザ・クインテッセンス

『 YEARBOOK2022 臨床に生かす！
GP による限局矯正［LOT］ 』
～挺出、アップライト、圧下、叢生改善から多数歯 LOT まで～

『 臨床に活かせるコンポジットレジン修復 』
～レベルアップに必要なテクニックと勘所～

一般臨床家（GP）自身が LOT（限局矯正）を
行うメリットについて、斯界の気鋭歯科医師が
症例を通じて解説。ワイヤーや矯正用アンカー
スクリュー、インプラントを用いた圧下、傾斜
歯のアップライト、挺出といった少数歯の LOT
から、病的歯牙移動（PTM）に対する多数歯の
LOT まで学べる一冊。

充填手技における知識やインスツルメントを用
いた CR の有効な扱い方など、臨床目線からわ
かりやすく解説。要点を押さえてトレーニング
を積めば、特別のスキルを必要とせず、誰もが
一定のレベルに到達できるようにまとめた、明
日から使える臨床的に知識とテクニック、メソ
ッドを凝縮した一冊。

●監著＝加治 初彦
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

●著 ＝飯田 真也
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,000 円＋税

『 Dr.弘岡に訊く臨床的ペリオ講座
スカンジナビアンアプローチの実践 』

月刊「歯科技工」別冊

『 補綴装置製作のための歯科材料学 UPDATE 』

ロングセラー書「Dr.弘岡に訊く臨床的ペリオ講
座」が、最新文献を交えてリニューアル！各章に
設けられた「症例解説」では実際の手技や症例の
長期経過を詳説。1 つの疑問に対し、関連する
エビデンスで答えるというシンプルな形式で、
必
ず押さえておきたい歯周治療の根拠を明確に学
べる一冊。

本書では、従来法および CAD/CAM 法で製作
される補綴装置の「金属系」
「高分子系」
「セラ
ミックス系」材料の“今”と“これから”を、
「基
礎」と「臨床」の両面から、着実な臨床応用を
目的とした視点でわかりやすく解説。材料の特
性に基づく補綴装置製作に不可欠な事項を臨床
応用ありきで整理した一冊。

●編著＝弘岡 秀明
●著 ＝Stefan Renvert／中原達郎／加藤 典
●出版＝医歯薬出版
●価格＝15,000 円＋税

●著 ＝末瀬 一彦／宮﨑 隆
木原 琢也
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,900 円＋税
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