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エルビーノ
／ビーエスエーサクライ

PTC ペースト ルシェロホワイト
／ジーシー

Cara プリント 4.0
／クルツァージャパン

＜流水式電解次亜塩素酸水生成器＞

＜フッ素入り歯面研磨ペースト＞

＜歯科用 3D プリンター＞

次亜塩素酸水でいつでも手軽に安心除菌が
可能な流水式電解次亜塩素酸水生成器“エ
ルビーノ”がビーエスエーサクライから発
売されました。特定の原液を電気分解させ
ることで生成される次亜塩素酸（HOCI）を
主成分とする水溶液により、大腸菌や黄色
ブドウ球菌、C 型肝炎ウイルス、ミュータ
ンス菌など様々なウイルスに対して高い効
果を発揮します。

ステインを浮かし優しく除去するフッ素
入り歯面研磨ペースト”PTC ペースト ル
シェロホワイト“が、10 月 23 日にジー
シーから発売されます。清掃剤「Lime 粒
子」を高濃度に配合した弱アルカリ性のペ
ーストで、歯に沈着したステインを浮か
し、「Lime 粒子」が効率よく優しくステ
インを除去します。

-

【特徴】
●手洗いに適した Low モードと器具の流
水漬け置きに適した High モードから選
んで使用できます。
●センサーに手をかざすだけでオートスタ
ート。手を汚すことなく、すぐに流水に
よる洗浄・除菌を同時に行うことができ
ます。
●10 秒で自動停止するので、人によるバラ
つきがなく確実な除菌が可能です。
●皮膚に近い pH 値で肌に優しい微酸性。
●専用の原液を使用することにより、希釈
や調整の必要が要りません。
標準価格＝本体一式
450,000 円
専用原液（20ℓ） 18,000 円

【特徴】
●ペーストを弱アルカリ性にすることに
より、ステインを浮かせやすくし、次に
浮かしたステインを「Lime 粒子」が効
率よく除去します。
●清掃剤「Lime 粒子」は、歯面に優しく
PTC することができます。
●柔らかいソフトペーストのため、ブラシ
やカップでの操作でも飛び散りにくく、
狙った部位を効率よくクリーニングし
ます。
●洗い残しがわかりやすい、グリーンカラ
ーのペーストです。
●口中に広がるグリーンシトラスの香り
で気持ちよく、口腔内が爽快になりま
す。
標準価格＝80g 入 2,400 円

『 キャビトロン セレクト SPS 』

クルツァージャパンから発売された“カー
ラプリント 4.0”は、クルツァー社が開発
した歯科専用のインテリジェント 3D プリ
ンターです。一定の速度で積層するのでな
く、投影シークエンスと機械の動きを常に
計算し造形速度を適切に変化させること
で、高精度な造形物の高速積層が可能とな
りました。カーラプリント 4.0 を含め、光
重合器等の周辺機器から、造形用インク等
の関連材料にいたるまでをトータルシス
テムとして高品質な補綴物の製作をサポ
ートします。
【特徴】
●プリンター表示画面に従って操作する
だけで誰でも簡単に操作することが可
能です。
●材料ごとのパラメーターを細かく設定
することにより、滑らかで均一な表面性
状が再現されるため、高次元でのフィッ
テイングが可能です。
●従来のアナログ製作方法（WaxUp 法）
と比較して、様々な工程の作業時間やコ
ストを削減できます。
標準価格＝本体一式 2,980,000 円

患者様から喜ばれること間違いなし！

＜ デンツプライシロナ ＞
今回ご紹介させて頂く商品は、デンツプライシロナ㈱より発売のマグネット方式超音波ス
ケーラー『キャビトロンセレクト SPS』です。超音波スケーラーの振動方式は日本で一般
的なピエゾ式と北米で高いシェアのマグネット式があり、キャビトロンがシェア№1 です。
チップが直線的振幅のピエゾ式に対しマグネット式は楕円運動の為、振動が分散しハイパワ
ーなのに痛みが少なく、チップ全面で作業できるので部位毎に細かなチップ交換も不要でチ
ップラインナップも集約されています。独特の不快な振動・音が小さく、注水は振動時の摩
擦熱で温水となり「しみ・痛み」防止になります。
ご採用先の歯科衛生士様は、メンテナンスの患者様から、
「今回全く痛くなかった。あな
た上手ね！次もあなたにお願いするわね。
」と大変うれしい言葉をかけて頂いたと喜ばれて
いました。自信を持ってメンテナンス専用機としてのご採用をご提案いたします。デモ器の
ご用意も致します。是非この機会に弊社営業担当にご相談ください。
標準価格＝本体一式 160,000 円
（吸水ボトル・インサートチップ 2 本付）

鹿児島店 営業一課 下池 功一郎
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★今週の新刊

『 早期治療 』

『 歯周外科 見て学んで始めるガイド 』

～成長発育のエビデンスと治療戦略～

～歯周基本治療から手技習得のポイント、術後のケアまで～

広範かつ膨大な文献と著者の40年以上にわたる
臨床経験と大学教育に基づいた、歯科矯正におけ
る早期治療の大著が邦訳。小児患者の成長に手を
携えることで、のちの大掛かりな矯正歯科治療を
避けることができる早期治療のメリット、エビデ
ンス、治療戦略が数多くの症例とともに示された
一冊。
●著 ＝Aliakbar Bahreman
●訳 ＝嶋 浩人／石谷 徳人
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝28,000 円＋税

歯周外科の基本が術式別に理解できる実践アト
ラス。歯周基本治療から術前準備、術後のケアに
至るまで全 22 項目を治療の流れに沿って解説。
術式はキュレッタージ、新付着術、歯肉切除術、
フラップ手術、GTR 法、エムドゲイン、リグロ
ス、遊離歯肉および結合組織移植術を取り上げ、
それぞれの実際例が連続写真によってひと目で
理解できる一冊。
●編著＝小方 頼昌
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝11,000 円＋税

トムソン・ロイターシリーズ

『 矯正歯科のための重要 16 キーワードベスト 320 論文 』
学術文献データベース“Web of ScienceTM”
から矯正歯科を手掛ける一般開業医、
矯正専門医
ともに興味の強い矯正歯科の重要キーワードを
16 選び、関連する高頻度引用論文を各 20 編、
計 320 編掲載。後半の分類および文献ページで
は、歯根吸収や歯科矯正用アンカースクリュー、
埋伏歯の分類などの情報をビジュアル化した書。
●監修＝小野 卓史／小海 暁
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税

『 このまま使える Dr.も DH も！
歯科医院で患者さんにしっかり説明できる本 』
～患者教育に重要なトピック 14～

歯科医院で患者説明において重要度の高い14の
トピックを、患者向けにそのまま話せる説明用台
本としてまとめた。トピックごとの専門家による
確かな知識に基づいて、解説ができる良書。
●著＝朝波惣一郎／伊藤加代子／井上誠／北迫勇一
倉治ななえ／児玉実穂／小牧令二／品田佳世子
下野正基／代田あづさ／杉田典子／須崎明
関野倫／高木景子／高橋治／高橋未哉子
浪越建男／柳井智恵／吉江弘正

●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,900 円＋税

別冊ザ・クインテッセンス

『 臨床にあった歯科用レーザー活用法 』

『 知っておきたい顎・歯・口腔の画像診断 』

～これからの臨床に欠かせない最新 5 機種徹底ガイド～

2010 年の「そこが知りたい！歯科用レーザー
＆ピエゾ」から７年経ての歯科用レーザーのみを
取り上げた第２弾。隆盛を迎えているモリタ社の
Er:YAG レーザーの他、未認可ながら国内で好評
な４機種を紹介。これから歯科用レーザーを導入
しようとしている臨床家に、メーカーからの情報
提供とすでにご使用中の先生からの臨床例を収
録した一冊。
●編著＝津田 忠政
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,200 円＋税
『 臨床の口腔生理学に基づく
摂食嚥下障害のキュアとケア 第 2 版 』
摂食嚥下リハビリテーション関連職にとって、
「口から食べること」の理解に役立つ必読の書。
全版同様、フローチャートを使用した病態別の摂
食嚥下障害患者へのキュアとケアの進め方が習
得できる一冊。
●著 ＝舘村 卓
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,300 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

「顎・歯・口腔」領域について CT、MRＩを中
心に口内法／パノラマＸ線写真も含め、基礎知識
から代表的疾患を網羅。最新の歯原性病変の
WHO 分類にも準拠。大人気 KEY BOOK シリ
ーズの特長である見開き構成で、即臨床に役立つ
一冊。
●監修＝山下 康行
●編著＝金田 隆／中山 秀樹
平井 俊範／生嶋 一朗
●出版＝学研メディカル秀潤社
●価格＝7,400 円＋税

『 Q&A でわかる Muscle Wins!の矯正歯科臨床 』
Q&A 形式で学び、理解を深める実践書、待望の
最新刊。多くの臨床例から導き出されるベストア
ンサーの数々に圧倒される渾身の一冊。
●著 ＝近藤 悦子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝22,000 円＋税
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