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プチクレーブ 11／長田電機工業
＜インスツルメント専用
-

オートクレーブ滅菌器＞

長田電機工業からインスツルメント専用の
ハイスピードタイプのオートクレーブ滅菌
器“プチクレーブ 11”が発売されました。
新機能として、自然排水と手動排水の 2 種
類から排水方法を選択でき、また、インタ
ーロック機能による充実した安全装備等、
新たな機能が追加されリニューアル発売さ
れました。
【特徴】
●フタをロックし、スタートキーを押すだ
けの簡単操作で、デジタル表示で温度確
認が可能です。
●滅菌用水は精製水、蒸留水、水道水のど
れでも使用が可能です。
●排水方法は、手動で捨てる「手動排水」
と、チューブを流し台につないで直接排
水する「自然排水」の 2 タイプから選べ
ます。
●エラーを音声でお知らせし、異常時には
自動でストップします。
●新機能のインターロック機能により、缶
体内の圧力が下がらないとフタのロッ
クが解除されないので、間違えて開ける
危険性を防ぎます。
●滅菌処理 1 回につき、10 本まで対応し
ます。
標準価格＝本体一式

387,900 円

『 スマイルラインライト MDP 』
＜ ヤマキン ＞

標準価格＝本体一式
60,000 円
MDP ディフューザー
7,000 円
MDP 偏光シリコンチップ 7,600 円

NMG インスツルメント
／ペントロンジャパン
＜コンポジットレジン充填器＞

ペントロンジャパンから発売された
“NMG インスツルメント”は、審美的・
機能的コンポジットレジン充填で多岐に
わたりご経験、臨床実績のある西川義昌先
生監修のもと「充填精度」と「術者の操作
性」をターゲットに設計、開発されたレジ
ン充填用インスツルメントです。
【特徴】
●6 種類のチップ形状は、あらゆる微細な
コンポジットレジン充填操作に対応し
ます。
● す べ て の チ ッ プ 表 面 に は 、 DLC
（Diamond-Like Carbon）コーティ
ングが施され、レジンマテリアルとの良
好な分離性、高い耐摩耗性を発揮しま
す。
●術者の繊細なインスツルメントワーク
を可能にする軽量、コンパクトな設計。
マイクロスコープ下における精密レジ
ン充填操作時でも、機器と干渉しにくい
コンパクトレングスハンドルを採用。
●ピンクのライニング（#1＝1 本、#2＝
2 本、#3＝3 本）が施されているため、
視認性に優れ、必要なチップ形状の選択
が瞬時に行えます。
標準価格＝
#1 ダブルカーブ
6,800 円
#2 ラウンデッドシェイプ 6,800 円
#3 ブレードシェイプ
9,000 円

歯ブラシ パワークリーナー
／サンエス石膏
＜歯ブラシ洗浄剤＞

今までの歯ブラシの保存の仕方では歯ブ
ラシに細菌がいっぱいです。サンエス石膏
から発売された“歯ブラシパワークリーナ
ー”は、歯ブラシに付着した口腔内細菌を
強力除菌することができる歯ブラシ洗浄
剤です。浸漬タイプなので除菌洗浄効果の
確実性が高く、1 包当り 1 日～3 日の使用
が可能なので、とても経済的です。
【特徴】
●50ppm の高濃度銀イオン水で様々な細
菌・ウイルスに対して除菌効果がありま
す。
●ミント効果で消臭します。
●1 袋で 1 日～3 日使用できます。
●電動歯ブラシヘッドや歯間ブラシにも
対応します。
【使用方法】
①歯ブラシ使用後よく水洗いする。
②約 100cc の水またはぬるま湯に 1 袋を
入れてよく混ぜて溶かします。
③洗浄剤の中に使い終わった歯ブラシを
30 分以上～1 昼夜浸けます。
④よく流水で洗浄して十分にすすいでか
ら歯ブラシの使用が可能です。
患者参考価格＝
1 箱 30 包入 1,200 円（税別）

スマートフォンでプロフェッショナル撮影！
今回ご紹介させていただき製品は、ヤマキンの『スマイルラインライト MDP』です。
この商品は、裏側に 55～85ｍｍ幅のアダプターがついており、そのアダプターにスマ
ートフォンを装着して、口腔内を撮影するためのライトになります。特徴は、LED 群が
3 つの方向に装備され、それぞれの LED 群ごとに点灯する事ができ、明るさも 4 段階
に調整できます。撮影のためのアプリやキャリブレーション作業は不要で、特別な知識
がなくても綺麗な画像を簡単に撮ることができます。オプションに、MDP ディフュー
ザー、MDP 偏光フィルターも準備されており、ハレーションがある場合などにも対応
できます。
御購入いただいた先生より、
「技工士さんとの間で、口腔内写真のやり取りをメールや
ラインでする時に、今までより綺麗に撮れて送れるようになった。
」との声を頂いており
ます。デモ品もご用意いたしておりますので、この機会に弊社営業担当者までお問合せ
下さい。
熊本店 営業三課 宮野 孝徳
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★今週の新刊

『 世界最強の歯科保健指導 上巻 』
～診療室から食育まで～

①保健指導㊙ テクニック編、②診療室編、③地域
で話す編、④食育編、⑤タバコ編の 5 つのパート
からなる本書では、子どものう蝕が少ない時代の
保健指導の知識、スキル、ネタ、教材を、マンガ
とイラストで楽しく解説。
「話すネタがない」
「食
育指導で何する?」
「メインテナンス率が低い」
「子
どもの患者を増やしたい」などの課題が解消でき
る書。

『 今読むべきインパクトの高い
インプラント 80 論文&88 症例 』
インプラントに関する骨造成、デジタル歯科、上
顎洞底挙上術、即時インプラント埋入、矯正用イ
ンプラント、歯槽堤保存術、インプラントオーバ
ーデンチャー、上部構造・補綴について、2017
年に読むべきインパクトの高い10論文を最新の
データベースより選出。88 名の臨床家による関
連症例の紹介も非常にわかりやすい内容の一冊。
●編 ＝一般社団法人
日本インプラント臨床研究会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,000 円＋税

●著 ＝岡崎 好秀
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,000 円＋税
別冊 QDT『 Basic Press Ceramics 』
～失敗しないためのプレスセラミックスガイド～

『 日本顎関節学会学術用語集 』

プレスセラミックス製作におけるさまざまな問
題に対して、豊富な知識と経験から導き出された
解決法をわかりやすく掲載。
「ベーシック」とタ
イトルにある通り、ビギナーにはもちろんのこ
と、日々の臨床ですでに扱っているエキスパート
にも「新たなプレスセラミックス製作のノウハ
ウ」を提供できる一冊。

過去、同学会によって編集・出版された日本語と
外国語の見出し語のみの「日本顎関節学会用語
集」を再編し、各用語に解説を加えたもの。顎関
節治療にまつわる 1,565 語を見出し語とし、そ
の同義語・類義語・関連語等を一部併記すること
で、１つの用語の意味を多面的に学ぶことができ
る構成の一冊。

●著 ＝赤坂 政彦
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,200 円＋税

●編 ＝一般社団法人 日本顎関節学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,800 円＋税

『 母子にやさしい歯科医院 』

『 これからのチェアサイドCAD/CAM 診療ガイド 』

～“女性のライフステージ”と口腔管理～

～失敗しないオールセラミック修復のために～

患者さんの口腔管理にあたっては、そのライフス
テージにおける特有の症状を理解したうえでの
対応が大切です。本書は、女性のライフステージ
別の特有の症状を解説し、
「歯周病」および「う
蝕」についての治療・予防、その際の歯科医師と
歯科衛生士のかかわりについてわかりやすく記
載した入門的な一冊。

「歯科のデジタル化に興味がある」
「時代に置い
ていかれないか不安だ」
「どこから手をつければ
よいのか・・・」といったドクターの声に、デジ
タルデンティストリーに関する本物の知識と、豊
富な経験をもつ執筆者が集結し応えた、
“真のデ
ジタルデンティストリーの世界”に導く一冊。
●編集＝草間 幸夫／武末 秀剛／佐々木英隆
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,400 円＋税

●監著＝和泉 雄一
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝8,000 円＋税
『 続 このインプラントなに？ 』

『 プレママと赤ちゃんの歯と口の健康 Q&A 』

～他医院で治療されたインプラントへの対応ガイド～

～口腔乾燥症・口腔ケアの基礎知識～

来院した患者さんが他医院で既にインプラント
治療を受けているケースや、他医院で受けたイン
プラント治療にトラブルが生じて来院したケー
スなど、口腔内に埋入されているインプラントシ
ステムの特定が難しい場合に役立つ歯科医院必
携の一冊。
●編 ＝簗瀬 武史／竹島 明道
栗山 壮一／大橋 功
●出版＝医歯薬出版
●価格＝10,000 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

本書では、実際にプレママ（妊婦さん）から寄せ
られた、
「麻酔薬は赤ちゃんに影響しない？」
「レ
ントゲン撮影しても大丈夫？」など様々な疑問・
質問をもとに、プレママの心に寄り添うやさしい
アンサーにまとめた書。
●著 ＝井上美津子／藤岡 万里
●出版＝医学情報社
●価格＝3,000 円＋税
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