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Profit-クアトロ リピ／ヨシダ

プレミアムホワイト／ピアス

＜歯科用レセプトコンピュータ＞

＜薬用ハミガキ＞

KZR-CAD HR2 GR／ヤマキン
＜CAD/CAM 用
ハイブリッドレジンブロック＞
-

-

ヨシダから発売のレセプトコンピュータ
「Profit クアトロ」シリーズは、受付業務
支援、診療支援、経営支援など、全ての院
内情報に対してリンクが可能な歯科用レセ
プトコンピュータで、今回、デジタル画像
とのリンクをさらに強化し、
“Profit クアト
ロリピ”としてリニューアル発売されまし
た。部位入力時に、同一画面上でパノラマ
画像を表示させるほか、待ち患者表示画面
でも表示ができるようになり、より治療の
流れをイメージしやすくなりました。
【特徴】
●カラーガイダンス機能により、算定の可
否を処置項目ごとに色別で表示するの
で、瞬時に項目を選択できます。
●マルチタスク機能により、複数の患者さ
んの画面を同時に起動できるため、作業
効率がさらに上がります。
●導入から 6 年後、定額制に移行可能な機
種です。7 年目以降も常に最新のシステ
ムを使うことができます。
（ハードウェア
および入替作業費は別途）
●対応 OS は Windows10
標準価格＝本体一式 2,880,000 円～
※ハード・ソフト・周辺機器一式での販売
になります。

『 EOM REGALO 』
＜ ジーシー ＞

標準価格＝標準仕様 3,790,000 円～
※仕様・オプションが多数ございます。

ピアスから発売された“プレミアムホワイ
ト”
（製造：スモカ歯磨）は、ステインや
ヤニを落として本来の健康的な白い歯を
取り戻す効果のある歯磨剤です。ホワイト
ニング剤にも使用されているポリリン酸
ナトリウムやポリエチレングリコール
（PEG）400・1500 の配合により、歯
に付着した汚れを吸着して除去します。人
体との相性も良く、着色を防ぎ、歯に痛み
やダメージをもたらすことなく歯石の沈
着を防ぎます。

ヤマキンから発売された”KZR-CAD
HR2 GR”は、自由診療用の三層構造ハイ
ブリッドグラデーションブロックです。
高強度とフッ素徐放性を両立し、さらに三
層構造のグラデーションを付与すること
で、審美性を追求。歯冠用硬質レジン「ツ
イニー」「ルナウィング」との併用でさら
に審美性を高めることができます。

【特徴】
●モノフルオロリン酸 Na（高濃度 950
ppm フッ素）の配合により、コーティ
ングされた歯面は歯質を強化し、より虫
歯の発生と進行を予防します。
●イソプロピルメチルフェノールの配合
により、ＩPMF 口臭や歯周病を予防し
ます。また、グリチルリチン酸ジカリウ
ムの優れた抗菌作用により、歯周病を予
防し、歯周の炎症を防ぎ健康な歯茎を維
持します。

【特徴】
●独自の素材であるセラミックス・クラス
ター・フィラーを進化させ、高強度とフ
ッ素徐放性を両立します。
●三層構造からなるグラデーションによ
り、CAD/CAM での切削加工のみで自
然な色調を再現でき、審美性を追求しま
す。
●GR ブロックを切削加工して製作した単
冠の表面を一層削り、キャラクタライズ
するだけで多層築盛と同様の仕上がり
となり、技工作業時間の低減につながり
ます。
●フッ素徐放フィラーの表面処理条件の
最適化により、長期的にフッ化物イオン
を放出しながらも安定して強度を維持
します。

患者参考価格＝1 本 100g 入
１,500 円（税別）

標準価格＝S サイズ（3 個入）13.500 円
L サイズ（3 個入）14,700 円

先進機能と快適さ、そして安心をお贈りします！
今回ご紹介させていただく製品は㈱ジーシーより発売されておりますデンタルユニット
『EOM REGALO（イオム レガロ）
』です。各メーカー様より多様なデンタルユニットが
発売されておりますが、EOM REGALO の特徴は何と言っても“使いやすさ”です。効率と
操作性を追求したドクターユニットとアシスタントユニットは術者にとって使いやすく、人
間工学を重視した設計のチェアは患者さんの疲れを軽減します。
ご導入いただいた先生からは、
「初めて GC のユニットを 1 台入れてみたけど使いやすく
てスタッフにも好評です。メーカー保証期間が 3 年あるのも安心感があっていいですね。
」と
のご感想をいただいております。残念ながら誌面で使いやすさをお伝えすることはできませ
んが、2 月 4～5 日は弊社長崎店で、2 月 25～26 日は弊社熊本店にて決算謝恩大商談会を
開催いたします。EOM REGALO も展示されますので、是非お近くの商談会へご来場をお願
い致します。詳しくは弊社営業担当者へ問い合わせお願い致します。この機会に是非 EOM
REGALO の“使いやすさ”をご体感ください！
熊本店 営業一課 江尻 文旭
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★今週の新刊

『 キーワードでわかる
顎関節症治療ガイドブック 』

『 これで一次救命処置はわかった
AHA ガイドライン 2015 に沿った
BLS の理解のために 』

長年の臨床経験をもつ筆者が、30 のキーワード
で誰でもできる顎関節治療を目指し、わかりやす
く解説し、解剖などの基礎的事項から具体的な臨
床内容までを網羅。これから顎関節症治療に取り
組もうとする若手臨床家の入門書として最適な
必携ガイドブック。

AHA ガイドライン 2015 の変更点について平
易に解説し、成人への救急蘇生法、小児または乳
児へ行う救急蘇生法、AED の使用法と窒息の解
除法など一次救命処置について、専門知識がなく
とも理解できるよう劇画タッチのイラストで明
快に解説した一冊。

●著 ＝田口 望
●出版＝医歯薬出版
●価格＝7,200 円＋税

●著 ＝瀬尾 憲司
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,600 円＋税

隔月刊 補綴臨床 別冊

『 知っておくべきインプラントオーバーデンチャー 』

『 国際論文 English 投稿ハンドブック 』
～カバーレター作成・査読コメントへの返答～

～これからのスタンダード～

インプラントオーバーデンチャーの臨床経験豊
富な著者らに、適応症の判断基準、術式の重要ポ
イント、トラブルへのアフターフォロー等を臨床
例を交えて提示。また、インプラントオーバーデ
ンチャーのわかりにくい臨床上の要点について
Q＆A 形式にて丁寧に解説した一冊。

論文投稿時に必要なカバーレター（原稿送り状）
、
研究ハイライト（研究背景・手法・結果のまとめ）
、
査読コメントへの返答文の書き方など、論文投
稿・編集者とのやりとりの流れに沿って具体的に
解説した役立つ投稿マニュアル。研究発表の国際
化に対応した「国際論文 English」の第 2 弾。

●編著＝前田 芳信／萩原 芳幸／和田 誠大
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,300 円＋税

●著 ＝C.S.Langham
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,700 円＋税

『 最新のエビデンスとナラティブが今、
解き明かす 伝説の歯科医療 』

『 ＩTＩ Treatment Guide Volume 9 』

本書は、若き歯科医師が伝説の歯科医療と出会
い、成長していくプロセスと、次世代への継承ま
での一人の歯科医師の生涯を、親子 2 代の歯科
医師（父と私）と母が語る数多くのエピソードに
よって織りなす物語（ナラティブ）
。時代の変化
にも耐えうる、歯科医療の根幹となる“哲学”が
この一冊に！

高齢者に対するインプラント治療をテーマに、イ
ンプラント支持の補綴装置によって高齢者が恩
恵を受ける方法だけを取り上げるものではなく、
すでにインプラントを埋入され、老いていく個人
に対する、生涯にわたるメインテナンス、ケア、
全身疾患との関連について情報を提供した一冊。

～高齢患者へインプラント治療～

●編 ＝D.Wismeijer／S.Chen／D.Buser
●監訳＝黒江 敏史／船越 栄次
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,000 円＋税

●著 ＝山田 康彦／山田 桂子
●編著＝山田 晃久
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,800 円＋税

歯科衛生士臨床のための Quint Study Club

『 天然歯審美修復のセオリー 図解 Q&A 』

『 知ってて得した！歯周治療に活かせるエビデンス 』
増補改訂版

審美修復の実践に励む若手歯科医師が実際に遭
遇した臨床上の疑問に答える Q&A 集。
「ホワイ
トニング」
「コンポジットレジン」
「ラミネートベ
ニア」
「支台築造」
「クラウン・ブリッジ」
「歯科
技工士との連携」の６テーマに分けて、簡潔しか
しツボを押さえた解説文と、微に入り細にわたる
豊富な臨床写真で、天然歯修復を審美的に仕上げ
るノウハウが満載の書。

歯科衛生士向け歯周病学エビデンス集として人
気を博した本書が、増補改訂版で登場！新しいト
ピックスや知見を加えたほか、デザイン・図版と
もにわかりやすく一新。臨床に自信がもてる、歯
科衛生士必読の書。
●監修・解説＝内藤 徹
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,700 円

●監著＝北原 信也
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝10,000 円

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

ホームページアドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｋｄｅｎｔａｌ．ｃｏ．ｊｐ

