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サマリタン PAD 350P
／日本歯科商社
＜自動体外式除細動器＞
-

ルシェロ歯ブラシ W-10
／ジーシー

デントムース
／ビーブランド・メディコーデンタル
＜矯正装置・マウスガード
・入れ歯用除菌洗浄剤＞

＜歯ブラシ＞

-

8 年保証安心パックの次世代 AED“サマ
リタン PAD 350P”
（ヤガミ）が日本歯科
商社から発売されました。8 年の耐用期
間・長期保証を実現し、追加費用はかから
ず、8 年分の消耗品の交換はサービスにな
ります。消耗品の期日管理が不要で、ラン
ニングコストを含んだトータルコストを抑
え、また長く安心して使用ができます。

パパッと洗浄！スッキリ除菌！わずか 30
秒！泡で手軽に洗浄できる義歯除菌洗浄
剤“デントムース”がビーブランド・メデ
ィコーデンタルから発売されました。洗浄
成分 W 処方と歯石防止成分配合の３つの
チカラでパワフルに洗浄し、口腔内真菌を
しっかり除菌します。

【特徴】
●サマリタン 350P は、ケースに入ったま
ま電源ボタンや電気ショックボタンの操
作が行え、電極パッドを取り出すことが
可能です。
●機器の状態を示すインディケータ機能に
より、音声と光で操作をサポートします。
機器の正常な状態、パッドパックの有効
期限切れやバッテリー電圧低下など、
LED 点滅でお知らせします。
●1.1kg のコンパクトボディで設置場所を
選びません。また、高い防塵・防滴性能
を装備しております。

【特徴】
●界面活性剤の中でも殺菌効果の高い、カ
チオン界面活性剤を配合し、起泡力の弱
いカチオン界面活性剤を独自の技術で
ふわふわの泡状にしています。
●デンチャープラーク石灰化防止成分を
配合し、毎日のお手入れにより歯石の沈
着を防止します。
●研磨剤やアルコール等、義歯を傷める可
能性の高いものは無配合、液性は義歯に
やさしい弱アルカリ性です。
●ボトルタイプ、詰め替え用とも 300ml
の大きめサイズで長く使用できます。

標準価格＝
・8 年保証付 246,800 円
・保証なし
199,800 円

患者参考価格＝ボトル 1,765 円（税別）
詰め替え用 1,255 円（税別）

『 ルシェロ ホワイト 』
＜ ジーシー ＞

患者参考価格＝
100g 入 1,940 円（税込）

ジーシーから 2 月 1 日に発売される“ル
シェロ歯ブラシ W-10”は、歯にやさしく
効率的なステイン除去を目的に様々な角
度から検証し誕生した美白のための歯ブ
ラシです。さらに「ルシェロ歯みがきペー
ストホワイト」と組み合わせて使用するこ
とにより、W-10 歯ブラシの美白効果が最
大限に引き出されます。
【特徴】
●ステイン除去性に優れたひし形毛のエ
ッジ部が、歯面・歯間に付着したステイ
ンを効率的に除去します。
●軽い力で毛先がしなり歯間に入り込み
ます。歯面に軽く当てて動かすだけで、
全ての毛先が歯の豊隆部や歯間部の隅
ずみまでフィットしてステインを除去
します。
●細くやわらかな毛のため、歯や歯肉を傷
つけることなくステインを除去します。
●ハンドルカラーは、パールホワイトとパ
ールゴールドの 2 色。
患者参考価格＝1 本 400 円（税込）

非常に評判のいい、美白効果の高い歯磨剤です！
今回紹介させていただく商品は、㈱ジーシーから発売されています歯磨剤の『ルシェロホワイト』
をご紹介いたします。この商品の特徴としまして、①弱アルカリ性のペーストでステインを落としや
すくする、②Lime 粒子という炭酸カルシウムの細かい粒子で着色を落とす、③有効成分のポリエチ
レングリコール 400 がタバコのヤニを溶解除去、④フッ化物（950ppm）のモノフルオロリン酸ナ
トリウムがう蝕の発生と進行を予防する等があります。弱アルカリ性のペーストが一般的なペースト
に比べて約 1.5 倍ステインの除去が高く汚れを落としやすくします。また Lime 粒子という歯質より
柔らかい粒子のうえ、
粒子を非常にきめ細かくし緻密に配合することで清潔性も高くなっております。
発売されてから非常にリピートの多い商品であり、御使用頂いています医院様では、
「実際に自分で使
ってみて、１回でコーヒーのステインがとれてびっくりしました。自信をもって患者さんにお勧めし
ています。
」
「着色も取れて、歯ツルツルします。フッ化物も入っているため気に入って使用していま
す。
」とのことです。２月１日より新発売しますステイン除去性に優れたルシェロ歯ブラシ W-10 と
セットになったキャンペーンが始まりますので、まだご使用頂いておりません医院様がございました
ら是非この機会にお試し下さい
福岡店 営業一課 三上 博充
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★今週の新刊

別冊クインテッセンス YEARBOOK2017

『 最新エンドのグローバルスタンダード 』
～基礎・解剖から外科的歯内療法まで～

歯内療法の三種の神器である Ni-Ti 製ファイル、
歯科用 CBCT、マイクロスコープは保険診療で
の収載もあって、臨床家にも浸透し、また、MTA
も多くのメーカーから発売されるようになり、こ
の よ う な 時 代 背 景 も 含 め て 、 YEARBOOK
2017 では最新のエンド治療のグローバルスタ
ンダードを基礎から臨床までを提示した一冊。

『 プレオルソで治す 歯ならび&口呼吸 』
～子どもにやさしいマウスピース型矯正装置～

矯正装置の中でも痛みが少なく、簡便に導入でき
る「プレオルソ装置」に特化したコンサルテーシ
ョンツール。治療効果や導入手順など、患者さん
向けの解説がある他、多数の症例でその効果をイ
メージできる。子どももお母さんも、これで納得
の小児矯正用のコンサル本。
●監著＝大塚 淳
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,000 円＋税

●編著＝興地 隆史
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税
『 ハイジニストワークのクリニカル QA 』
臨床現場においてさまざまな悩みを抱える歯科
衛生士。そんな星の数ほど多岐にわたる悩みに端
的に答える Q&A 形式で構成し、手に取りやすい
サイズで作り上げた書。
●監修＝NDL 株式会社
●執筆＝長谷ますみ／大坪 保子／高原 由紀
田河 和子／津田 志麻／西田 和代
松岡久美子／渡邊 彩
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,800 円＋税
HYORON ブックレット

『 MTA その基礎と臨床 』

『 Periodontics for Special needs Patients
障害者・有病者の歯周治療 』
スペシャルニーズペイシェントの歯周病の特徴
と歯周治療法および術後の定期管理などについ
て臨床の参考になるよう多くの症例を取り入れ
た書。障害者・有病者の歯周治療に取り組んでい
る・取り組みたい歯科医師や歯科衛生士の方々の
実践の一冊。
●監著＝和泉 雄一／長田 豊
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝9,000 円＋税

『 「かみつきがいい」入れ歯 』
～かめない義歯のイニシャルプレパレーション～

～生体材料としての現状と展望～

MTA（mineral trioxide aggregate）の覆髄材
としての特性について最新の情報を整理し、
MTA の物性や生物学的・臨床的有効性などにつ
いて、各テーマに造詣の深い執筆者により解説。
新たな展開を迎えつつある MTA を有効に活用
するための必携書！
●編著＝興地 隆史
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝4,800 円＋税

『 患者さんとの会話が苦手な歯科衛生士のための
歯科臨床会話フレーズ 275 』
「患者さんとどう話をしたらいいかわからない」
「患者さんに質問するきっかけがつかめない」
等々、そんな悩みを解消する会話例と応用のしか
たを、61 のシチュエーション別にまとめた書。
日々の臨床現場で実際に患者さんに話している
フレーズだけを抽出し、掲載フレーズ 275！ど
れもさりげないフレーズばかりが、生きたフレー
ズです。
●監修＝河野 正清
●出版＝学建書院
●価格＝4,800 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

咬合の考え方やリマウント調整法の手順、またセ
ントリックバイトを採り、簡単な咬合器にマウン
トして咬合調整を行い、フードテストで評価をす
る一連の手法を紹介した義歯調整の How to
本！症例報告も掲載。
●著 ＝河原 英雄
●出版＝生活の医療社
●価格＝4,500 円＋税

『 指導・監査 100%合格のカルテ 』
～今すぐできる！歯科個別指導の必勝攻略法～

なぜ個別指導に呼ばれるのか。なぜ再指導を繰り
返してしまうのか。カルテのどの部分を指摘され
るのか。いつ、何を準備すればいいのか。多くの
個別指導の相談を受けてきた現役歯科医が「指導
医療官を納得させる」カルテを公開。歯科大学で
は教えてくれない保険診療のルールから、個別指
導の仕組み、個別指導への対応を網羅した一冊。
●著 ＝小出 一久
●出版＝ライティング
●価格＝2,000 円
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