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アクアセップ／松風
＜口腔内用水溶性分離材＞

松風から 4 月 21 日に発売される“アクア
セップ”は、口腔内で使用が可能な水溶性
の分離材です。視認性の高い紫色の液体
で、塗布面の見分けが付きやすく、水洗で
被膜を除去することができます。裏層用コ
ンポジットレジンやレジン系仮封材と歯
質の分離など、さまざまなシーンで活用で
きます。
【特徴】
●主成分に歯磨剤などに使用されている
水溶性ポリマーとエタノールを用いてい
るため、口腔内で使用が可能です。
●必要量だけを塗布可能な適度な粘度の
ある液体なので、後垂れもありません。
塗布後にエア乾燥すると、エタノール成
分が揮発し、水溶性の被膜が形成されま
す。
●高い分離効果が得られ、塗り重ねで被膜
を厚くして、分離効果を向上させること
もでき、その被膜厚さを色調の濃淡で判
断が可能です。
●水溶性成分の採用で、使用後は水洗で被
膜を除去できるので、その後の接着阻害
が起きにくくなります。油性のワセリン
やココアバターより除去しやすく、チェ
アタイムの短縮が可能です。
標準価格＝1 箱（10ml 入） 1,800 円

『 ラボライト DUO 』

ROTATE NｉTｉファイル
／松風

ガム・ウェルプラス デンタル
ブラシ#226／サンスター

＜電動式歯科用 NiTi ファイル＞

＜指導用歯ブラシ＞

松 風 か ら 4 月 21 日 に 発 売 さ れ る
“ROTATE NiTi ファイルは、シンプルな
操作ステップでさまざまな症例に対応可
能な電動式歯科用 NiTi ファイルです。特殊
な熱処理により高い柔軟性と耐久性を有
するため、天然歯の根管構造を追従し、フ
ァイルの破折リスクも軽減されます。

サンスターから発売された“ガム・ウェル
プラスデンタルブラシ#226”は、歯肉炎
～初期歯周炎の方に適した指導用歯ブラ
シです。極細毛先が、届きにくい狭い隙間
のプラークを除去。歯頸部や歯間部などの
狭い部位に磨き残しがある方に最適です。

【特徴】
●3 ファイルの基本術式で単純な症例から
複雑な症例まで、根管形成を効率的に行
うことができます。シングルレングス法
により同じ作業長で徐々に拡大するた
め、深さの調整が不要です。
●独特のＳ字型断面が安全かつ迅速な形
成をサポートします。
●ブラッシングモーションにより、ファイ
ルは無理なく根尖方向に進行し、根尖方
向と側方の同時形成が可能です。刃全体
を使って切削するため、レッジやアピカ
ルパーフォレーションなどのリスクが
低減します。
●ファイル長は 21mm、25mm、31mm
の 3 種、テーパーは 04、06 の 2 種類。
05 テーパーは#20 とリトリートメン
ト用ファイルのみ。
標準価格＝3 本アソートセット 5,600 円
単品 4 本入
7,500 円

【特徴】
●超先細よりも毛先が細い極細加工で、歯
頸部や歯間部の狭い隙間により届きや
すくなりました。
●サテナイズド加工された毛先が、歯周プ
ラークをしっかりからめとります。
●ペングリップが自然にできる多角形ハ
ンドルを採用。
●ロングネックのストレートハンドルな
ので、臼歯部に届きやすく、歯面にまっ
すぐ毛先を当てやすい。
●院内指導で開封しやすい包装仕様。
●キャップ付きで TBＩ後、患者さんが衛
生的にお持ち帰りいただけます。
●毛の硬さは、M（ふつう）と S（やわら
かめ）の 2 種類。
●ハンドルカラーはピンク 40 本、ブルー
30 本、クリア 30 本の 3 色（計 100
本入）
。
患者参考価格＝オープン価格

二つの作業を 1 台で！

＜ ジーシー ＞
今回ご紹介させていただく商品は、㈱ジーシーより発売されております歯科技工用重合
装置『ジーシーラボライト DUO』です。こちらの商品の特徴は、①本重合と仮重合がこれ
1 台で出来る。②幅 159mm×奥行 290mm×高さ 297mm 重量 5.9kg とスリムでコ
ンパクトなので設置場所を選びません。③上方に開口するので技工物の出し入れが容易。
④波長域の違う２つの LED を使用しているため光重合レジンから表面滑沢材まで幅広く
硬化します。また 3 方向から照射するのでアンダーカットまでしっかりと光が届きます。
⑤光源が LED のため定期的なランプ交換の必要がほとんどありません。
現在ご使用中のご意見をお聞きしたところ、
「以前は仮重合器と本重合器を並べて設置し
ていたがラボライト DUO は１台で設置スペースが少なくて済む。その為作業スペースが
広く取れるので良かった。また従来のハロゲンから LED に変わったことで重合時間も早く
なり時短に繋がった。
」とのご意見を頂きました。実際に製品をご覧いただきたい場合は、
デモ器もご準備できますので、弊社営業担当者までお申し付け下さい。
久留米店 営業一課 野口 義治
標準価格＝本体一式 260,000 円
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★今週の新刊

『 RESTORATIVE DESIGN & PRACTICAL
OCCLUSION 補綴設計 & 設計集』

『 歯科診療・口腔ケアにおける
救急 & アクシデント対応ハンドブック 』

包括的治療の長期症例を検証することで導いた
Longevity 達成のカギを余すところなく解説。
咬合安定にとって最も重要な咬頭嵌合位の安
定、歯列弓の保全、それを実現するために欠損
歯列の診断と欠損補綴の設計が本書により体感
できる。臨床家待望の書となる、本多正明先生
の集大成シリーズ第 1 弾！臨床の真髄がここ
に！

安全な歯科診療・口腔ケアを行うための体制作
り、高齢者の全身状態の把握を二つの核として
解説。診療の体制作り、救急処置、全身状態の
把握、救急来院時の対処法、アクシデント・偶
発症対応法を、さらには医科などへの紹介のコ
ツまで記載した一冊。

●編 ＝本多 正明
●出版＝医歯薬出版
●価格＝30,000 円＋税

●監修＝森 悦秀
●編集＝山田 朋弘／大山 順子／熊丸 渉
杉山 悟郎／矢内 雄太／石井広太郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,500 円＋税

『 写真でマスターするリライニング適材適所 』

『 小児在宅歯科医療の手引き 』

～新義歯から痛い・外れる・割れた義歯まで～

本書では、小児在宅歯科医療の必要性から、小
児在宅歯科医療の期待・展望、小児在宅歯科医
療を実施するための基礎的知識、診療体制など、
事例（架空症例）を交えて解説。小児在宅歯科
医療に関しての手引き書。
●編 ＝日本障害者歯科学会
・診療ガイドライン作成委員会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,000 円＋税

本書では、新義歯作製時、あるいは義歯修復時
に効果的なリライニングを行うためのポイント
を大きな画像で解説。
「痛くて食べられない」
「義
歯が割れた」など、患者さんの不満を短時間で
確実に解消するために、リライニングを適材適
所で活用するノウハウ満載の一冊。
●著 ＝村岡 秀明
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝6,500 円＋税

◆◆◆お詫びと訂正◆◆◆
先週発行の UK レポート Vol.905 号 4 月度セミナー&フェア情報に掲載いたしました『 Keynote study club Keynote シェーマ、アニ
メーションコース 1 日コース 』の受講料に誤りがございました。関係者の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正させ
ていただきます。

開催地

福岡

Keynote study club
Keynotre シェーマ、アニメーションコース
1 日コース

●講師：中島 寛明 先生
（福岡県開業：久留米セントラル歯科院長）
●主催：エイトビーズ

2022 年 4 月 29 日(金／祝) ※満員御礼
7 月 10 日(日)
※時間：各回 11:00～17:00
●会場 ：はち歯科医院 セミナー室（福岡県大野城市）
●定員 ：9 名様
●受講料：82,500 円（昼食費・資料・消費税込）
※お振込先はお申込み後にご連絡いたします。
お申込 QR コード
●対象 ：プレゼンテーションソフト Keynote ユーザー
の歯科医療従事者様
●問合せ：第 2 回希望の方は QR コードよりお申込みください。

E-Mail：ksc.dental2022@gmail.com
※メールにてお申込みの際は「受講希望」とメッセージをください。
患者さんや歯科医療従事者へプレゼンする機会は多いのではないでしょうか？今回、プレゼン等でも秀逸な多くのシェーマを描かれてい
る中島先生の 1 日コースを企画しています。第 1 回目は満員となりましたので、希望される方は 2 回目の応募をお願いします。
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
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