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X-era NF セファロ
・MF セファロ／ヨシダ

ビューティフィルフロープラス X
F00/F03 ／松風

＜デジタル式パノラマ・断層撮影 X 線
診断装置・CT 診断装置＞

＜フッ素徐放性インジェクタブル
ハイブリッドレジン＞

ヨシダから発売された“X-era NF セファ
ロ・MF セファロ”は、高解像度 Direct
C-MOS センサーを採用し、独自の画像構
築技術により、ボケの少ないシャープなセ
ファロ画像を実現したパノラマ CT セファ
ロ装置です。管球焦点 0.2mm なので画像
のボケが少なくシャープな画像を取得しま
す。2D/3D ともに細部まで鮮明に確認す
ることができ、よりよい診療をサポートし
ます。
【特徴】
●セファロセンサーの脱着式（Type1）と
固定式（Type2）の選択が可能です。
●脱着式は、パノラマとセファロセンサー
を共有することで低コストでパノラ
マ・3D セファロレントゲンを導入でき
ます。
●固定式は、センサーを脱着する時のトラ
ブルや手間がなくなり、スムーズにパノ
ラマ・セファロ撮影が可能です。
標準価格＝
X-era NF セファロ 11,800,000 円～
X-era MF セファロ 12,800,000 円～

松風から発売された“ビューティフィル
フロープラス X F00/F03”は、従来品
のビューティフィルフロープラスで好評
であった「築盛と充填に適した 2 種類の流
動性」「切れが良く、レベリング性にすぐ
れたペースト性状」を継承しつつ、ナノ
S-PRG フィラーを新たに採用したことに
より、「すぐれた研磨性」と「摩耗後にお
ける艶の発現」を実現させたインジェクタ
ブルハイブリッドレジンです。

Form 2／モモセ歯科商会
＜デスクトップ型 3D プリンター＞

コストパフォーマンスを極めたデスクト
ップ型 3D プリンター“Form 2”
（コアフ
ロント）がモモセ歯科商会から発売されま
した。タッチパネルで簡単に操作が可能
で、スマホなどで印刷状態の確認が行えま
す。また、専用の歯科対応樹脂も続々発売
予定で、クラス 1 の生体適合性樹脂を採
用。レジンの自動供給システムやレジンタ
ンクの温調機能など、印刷の安定化を実現
します。

【特徴】
●インジェクタブルハイブリッドレジン
とは、シリンジから口腔内に直接充填が
でき、かつペースト表面のレベリング性
にすぐれ、さらに従来のハイブリッドレ
ジンに匹敵する物性を有した前臼歯対
応の修復用高強度レジンです。
●未重合層の除去のみで艶が発現するほ
ど、表面滑沢性にすぐれており、研磨性
も良好です。
●築盛に適した形態維持性を持つ F00（超
低流動タイプ）と、充填に適した適度な
形態維持性と流動性を兼ね備えた F03
（低流動タイプ）の 2 種類をラインナ
ップ。

【特徴】
●標準で 1 リットルの樹脂（Gray）、
PreForm ソフトウェア、仕上げ用ツー
ルと一年間の保証付きです。
●プリントを簡単な作業にする専用ソフ
トウェアで、ワンクリックでモデルを準
備し、Wi-Fi を通じてプロジェクトがア
ップロードできます。また、プリンター
搭載のダッシュボードにより、どこから
でも Form2 にアクセスが可能です。
●プリントサイズに応じて樹脂カートリ
ッジから適量の素材を自動的に補給す
るため、大きなプリントの際も作業を中
断して充填する必要がありません。

標準価格＝2.2g シリンジ入 2,800 円

標準価格＝本体一式

『 歯科用シタネスト-オクタオプレシン 』

999,800 円

EBM に基づいた歯科局所麻酔剤の選択！

＜ デンツプライシロナ ＞
今回ご紹介させていただく商品は、デンツプライシロナ㈱より販売されております『歯
科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ』です。現在、国内において使用されてい
る麻酔薬はリドカイン製剤、プロピトカイン製剤、メピバカイン製剤の 3 種類です。プ
ロピトカイン製剤であるシタネストは効きにくいイメージをお持ちの方もいらっしゃる
と思いますが、東京歯科大学の研究データによりますと【麻酔効果の立ち上がりはリドカ
インより遅く 5 分以上を要し、持続効果は中程度であるが、最大効果はリドカインに近
いため幅広い処置に適している】との事です。緊急に処置に移りたい場合以外になります
が、通常診療の中で 5～10 分前後の猶予が有る際にはシタネスト-オクタプレシン 1.8
ｍL 管を必ず 1 本使い切る事で高血圧、動脈硬化、糖尿病などの背景を有する患者様へ
有用な選択肢ではないかと考えご紹介いたしました。まずは麻酔薬追加のケースで 2 本
目にシタネスト-オクタプレシンをお考えいただければと思います。
※貯方は遮光し、凍結を避けて 15℃以下に保存。使用期限は出荷段階で 2 年。
標準価格＝1.8ml カートリッジ×50 管 5,470 円

福岡店 営業一課 森田 健朗
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★今週の新刊

『 MTA 全書 』

筒井式フローチャートで症例の難易度がわかる

～その特性から臨床テクニックまで～

『 スプリントに強くなろう！』

MTA の開発者である Mahmoud Torabinejad
先生と日本の根管治療の第一人者・寺内吉継先生
による、あらゆる角度から MTA に関する情報を
まとめた MTA 解説書の決定版。MTA の化学
的・物理的特性、臨床応用、実際のテクニックな
ど、多岐にわたる情報が高いエビデンスに基づい
てまとめられた一冊。

本書は、症例の難易度と使用すべきスプリントが
わかるフローチャートが各症例に掲載され、明日
の臨床に役立つヒントが満載。各種スプリントと
その特徴、製作ステップも詳説され、明日から使
えるスプリント療法のマニュアル本。全歯科医師
必読の書。
●著 ＝筒井 照子／筒井 武男／田代 孝久
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,800 円＋税

●編著＝Mahmoud Torabinejad
●監訳＝寺内 吉継
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝15,000 円＋税

トムソン・ロイターシリーズ

『 知る・診る・対応する 酸蝕症 』

『 開業医のための口腔外科
重要 12 キーワード ベスト 240 論文 』

う蝕、歯周病に続く第 3 の歯科疾患「酸蝕症」
。
う蝕、摩耗・咬耗との混在により急激な歯質喪失
をまねく酸蝕症をいかに早期に見つけ対応する
のか。問診・視診による診断ポイントから予防指
導・修復治療まで、酸蝕対応のすべてを網羅した
決定版。

本書は過去シリーズ同様、学術文献データベース
"WebofScience"から、
「智歯および埋伏歯」
「顎
骨壊死」
「口腔がんスクリーニング」といった、
口腔外科の12の重要キーワードに関する高頻度
引用論文を計 240 編掲載。明日の臨床に役立つ
“初の”口腔外科エビデンス集。

●著 ＝北迫 勇一
●共同執筆＝岩切 勝彦
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,800 円＋税

●監修＝河奈 裕正
●著 ＝角田 和之／莇生田整治／宮下 英高
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,000 円＋税

別冊ザ・クインテッセンス

『 外来・訪問診療のためのデンタル・メディカルの接点 』
～見逃さないオーラルフレイル 明日から役立つ口腔ケア
デンタルがメディカルにもたらすメリット～

明日の臨床に生かせる、オーラルフレイルの兆候
の見方、その進行を止める治療・口腔ケア・トレ
ーニングのテクニック、デンタルがメディカルに
もたらすメリットを解説した、歯科医師・歯科衛
生士・メディカルスタッフのための一冊。
●著＝岸本裕充／馬場一美／葭澤秀一郎／柴原孝彦
百合草健圭志／坪佐恭宏／鬼塚哲郎／中川雅裕／新谷悟
細木真紀／松香芳三／久保宜明／小谷泰子／植田耕一郎
遠藤眞美／上田貴之／河原英雄／鈴木宏樹／川畑信也
亀田行雄／福村直毅／牛山京子／古屋聡／池邉一典
須貝昭弘／須貝彩帆／天野敦雄／赤司朋之／原瀬忠広

『 そうだったのか！CR 修復 』
～CR 修復に悩んでいる人に読んでほしい本～

「脱落した」
「冷たいものがしみる」
「マージンに
褐線がみられる」など、日常臨床で多く経験され
る CR 修復の悩みやトラブルについて、適切に対
応し、解決に導くための知識と技術のポイントを
具体的に解説。CR 修復の様々なケースを示し、
確実・効率的に処置を行うための手技のステップ
を多くの写真とイラストで詳述した一冊。
●著者＝須崎 明
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝8,000 円＋税

●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税
DH Style 増刊号

『 歯科医院増患プロジェクト 』
～スタッフみんなで取り組む 26 の手法～

歯科医院経営がますます厳しさを増すなか、ノド
から手が出るほど知りたい、いますぐ始められる
26 の増患方法を 3 分野に分けて解説した一冊。
●著 ＝根本 和馬
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,200 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

『 ドリル式 歯科衛生士臨床の
BASIC of BASIC 52 』
歯科衛生士が臨床現場で働くうえで、最低限これ
だけは押さえておきたい、ベーシックかつ実践的
な知識を見開きでコンパクトにまとめ、ドリル形
式で詳説した一冊。
●監修＝Tomorrow Link
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,200 円＋税
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