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トロフィーPDＩP／ヨシダ
＜トロフィー ウィンドウズ
-

オプションソフト＞

「トロフィーパンスマートオリシス 3D」
と「トロフィー3DI システム」による CT
データ（Dicom）と口腔内スキャナデータ
（STL）のマッチング画像を用いて、治療
計画の効率化を図ることが可能な専用ソ
フト“トロフィーPDＩP”がヨシダから発
売されました。トロフィーPDＩP は、補
綴物（クラウン）のポジションを決定して
からインプラント埋入計画を行うインプ
ラントシミュレーションモジュールです。
【特徴】
●CT 画像と口腔内スキャン画像を重ね合
わせることで、これまでよりも審美的な
観点でインプラント埋入のシミュレー
ションが可能になります。
●石膏模型の代わりに口腔内を直接印象
採得するため、実際の口腔内をイメージ
したシミュレーションが可能です。
●患者さんへのより分かりやすいコンサ
ルテーションが行えます。
●「トロフィーパンスマートオリシス 3D」
ならびに「トロフィーパンプロ」の専用
ソフトです。

ボンドマー ライトレス
／トクヤマデンタル

手洗いチェッカーLED
／日本歯科商社

＜歯科用接着材＞

＜歯科用撮影装置＞

トクヤマデンタルより、歯科用接着材“ボ
ンドマーライトレス” が ６月２１日から
新発売になります。塗布後の待ち時間ゼ
ロ、光照射ゼロ、光照射熱ゼロのマルチユ
ースなハイブリッドアドヒーシブとして
様々な臨床用途にご使用できます。多用途
でも従来品と同等以上の接着性を発現しま
す。
【特徴】
●ボンディングとプライマーの使用用途を
網羅してチェアサイド・ラボサイドとも
に、歯質のみならず、合金・レジン・ジ
ルコニア・シリカ系セラミックス・二
ケイ酸リチウム・ファイバーポストな
ど様々な素材の前処理材としても使用
できます。
●操作は２液を混ぜて塗布後の待ち時間は
０秒ですぐに乾燥、光照射は必要なしの
ライトレスで簡単です。
●口腔内での操作時間を短縮して唾液など
による汚染のリスクや患者さんへの負
担を低減できます。
●薄く均一な接着材層（5～10μm）が形
成されて優れた窩洞適合性を有します。
レジンコア材または接着性レジンセメ
ントの処理材としても接着力を発揮し
ます。

標準価格＝ソフト一式 480,000 円
標準価格＝セット

『 クリンプロ
クリーニングペースト PMTC 用 』
＜ 3M ジャパン ＞

9,000 円

適切な手洗いが実施できているかを確認
することができる“手洗いチェッカー
LED”
（サラヤ）が日本歯科商社より発売
されました。専用ローションを手についた
汚れに見立てて、専用ライト下で光らせる
ことで洗い残しが光ります。多人数での手
洗い評価に最適です。
【特徴】
●専用ライトはLED を使用しているので、
従来の蛍光管タイプと比較して電池寿
命が約 4 倍長待ちします。また、電池
タイプ（単三電池×4 本）なので場所を
選ばず使用できます。
●本体を折りたたむことによりコンパク
トに収納できます。
●汚れに見立てるための専用ローション
を手にまんべんなく塗り、石けん液を用
いて日常の手洗いをして、チェッカーに
かざし判定します。
標準価格＝
手洗いチェッカーLED
18,500 円
ブラックライト LED
3,500 円
手洗いチェッカーローション １,750 円
手洗い用石けん液
シャボネットユ・ム S 680 円

PMTC、これ１本で行う効率的に！
今回ご紹介させていただく商品は、
3M ジャパン(株)より発売されています
『クリンプロ ク
リーニングペースト PMTC 用』です。特徴としましては、今まで実現することがなかった、
フッ化物、リン酸、カルシウムを全て１本に配合させている商品になります。それにより粗研
磨を始めて研磨粒子が砕けて段々と小さく滑らかになった粒子が、そこでさらにリン酸とカル
シウムで仕上げ研磨まですることを可能にした商品となっております。日頃から『１本で全て
の PMTC の工程を済ますことができるペーストがあればいいのに！』といった先生や衛生士
さん方の問題を解決できる商品となっております。
実際に購入していただいている医院様からは、
「これ１本あるとペーストの選択を悩まなく
ていいし、在庫の管理も楽なので重宝している。
」とのお声をいただいております。なお、こ
の商品は６月１日より６月 30 日まで PMTC 用ペースト 10ｇと、歯みがきペースト 8g、
ケース別 PMTC ガイドが付いてくるキャンペーンの対象商品となっております。この機会に
是非一度お試しください。詳細につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。
福岡店 営業一課 橋本 賢志

標準価格＝50g 入 1,680 円
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★今週の新刊

『 動画で学ぶ臨床テクニック 』
月刊「ザ・クインテッセンス」誌にて好評を博し
た「スマホ動画で学ぶ！患者満足を生む一手」
（3
年分）を再編集し待望の電子書籍化（タブレット
付き）
。一流著者 34 名によるエンド・再植、CR
修復、支台築造・クラウンブリッジ、審美形成外
科、インプラント、歯周組織再生療法等の臨床例
と珠玉のテクニックが動画でみられる。あらかじ
めインストールされているためネットワークに
接続不要。通常のタブレットとしても使用可能。
●編 ＝動画で学ぶ臨床テクニック研究会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝25,000 円＋税

『 生体にやさしい戦略的矯正歯科治療と
歯科矯正用アンカースクリューの応用 』
矯正歯科治療のバイオメカニクスの第一人者、
Paik, Cheol-Ho 氏らによる本書は「生体にやさ
しい矯正歯科治療」について、より効率的な装置
の選択から歯科矯正用アンカースクリューを用
いた応用テクニックまで詳述。SECTIONⅠ、Ⅱ
では NiTi ワイヤーを用いた治療期間の短縮、Ⅲ
では治療が困難な臼歯圧下による垂直的コント
ロールなどを、症例を挙げて解説した一冊。
●監著＝Paik,Cheol-Ho／本多 正明
Yun,Young-Hoon
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝16,000 円＋税

『 インプラント周囲炎とレーザー 』

『 やればできる！やらねばならぬ！
歯科領域の院内感染予防対策 』

～効果的で安全なテクニックとエビデンスによる検証～

～歯科医療従事者への Suggestion21～

インプラント周囲粘膜炎・周囲炎の主因である口
腔バイオフィルムが付着するインプラント体は
三次元的に複雑な構造をしており、その治療を困
難なものにしている。１つの光明は 21 世紀の光
といわれるレーザー治療である。レーザーが照射
された部位は殺菌され、無毒化が生じる。このイ
ンプラント周囲炎へのレーザー治療のテクニッ
クとエビデンスについて、日本レーザ ー歯学会
が総力を上げて歯科臨床家のために解説。
●編 ＝一般社団法人日本レーザー歯学会
●監修＝渡辺 久
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,500 円＋税
QDT 別冊

本書は歯科医院の給水・排気などから、問診によ
るハイリスク患者の見分け方、観血処置に備えて
の血液検査法、手指衛生、切削器具の洗浄・滅菌・
乾燥、印象物、補綴物の消毒・滅菌、曝露事故対
策、診療室・ユニット・器材の汚染防止対策など
について、小規模で費用や人員にかぎりがある歯
科医院でもできる院内感染予防対策とその使用
薬剤、製剤、機器・器具などを紹介した書。
●著 ＝田口 正博
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,500 円＋税

日本歯科評論 別冊

『 Digital Dentistry YEAR BOOK 2017 』

『 これが決め手！マイクロスコープの臨床 』

歯科専門出版社ならではの視点で、インターネッ
トだけでは得られない Digital Dentistry の最新
情報とその臨床例を毎年アップデートしていく
「Digital Dentistry YEAR BOOK」
。創刊７年
目となる 2017 年の本号では、21 社・26 シス
テムを掲載。

マイクロスコープ導入時の機種を選ぶポイント
をはじめ、さまざまな治療で活用するためのテク
ニック、患者さんやスタッフとのコミュニケーシ
ョンツールとしての活かし方など、マイクロスコ
ープを臨床で活用するための“決め手”を、マイ
クロスコープ治療の最前線で活躍する先生方紹
介した一冊。

●監修＝日本デジタル歯科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

●編著＝辻本 恭久／三橋 純
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝5,800 円＋税

『 コンプリートデンチャー 』
～鈴木哲也のマスター1

ランクアップのための知恵と技～

口腔の解剖学的、生理学的、理工学的知識の義歯
製作への生かし方をステップごとに解説。鈴木
流、
「誰でもできる義歯製作のノウハウ」が軽妙
な語り口と 500 点にも及ぶ図版でまとめられて
いる書。
●著 ＝鈴木 哲也／古屋 純一
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝12,000 円＋税

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

『 31TOPICS で先取りする
歯科臨床の羅針盤 2017 』
歯科界で起きていることと、時代を走っている先
生の声をコネクトし、今日の臨床の力とする。本
書は、本気で患者のための歯科医療をしたいと考
える歯科医師のための一冊。
●著 ＝天野 敦雄／水上哲也
宮崎 真至／林 美穂
二階堂雅彦／他
●出版＝インターアクション
●価格＝8,600 円＋税
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