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新年明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になり、誠に有難うございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
平成三十年のお正月をみなさま健やかにお迎えのことと存じます。
一昨年、天皇陛下が生前退位の意向をしめされてから、結論が出るまでに約一年半かかりましたが、来年 4
月 30 日をもって、退位なさることになりました。生前退位には、私たちにはわかり難い法律の問題もあったようです
が、83 歳というご高齢で公務をなされるお姿にはただただ頭が下がる思いでしたので、ご意向がかなう事となり本
当に良かったと思います。
昭和天皇が崩御なさった昭和 64 年 1 月 7 日、その日に 3 つの案の中から「平成」という元号が選ばれ、故
小渕恵三内閣官房長官が記者会見で発表されました。小渕恵三氏が額に入った「平成」という文字を手に持
っている写真は今でも記憶に残っておりますが、あれからもう 30 年も経ってしまったのかと、昭和の思い出に思い
を巡らせながら時の過ぎ去る速さに改めて驚きます。ご崩御による退位で、急なことではありましたが、良い元号に
決まったと思ったことを記憶しております。
「平成」の文字には「内外、天地とも平和が達成される」という願いが込められてい
たそうです。残念ながら、現在の世界や日本はあの昭和の時代より平和になったでしょ
うか？ 国や個人のエゴイズムが蔓延してきて、意見の対立が激しさを増し、決して平和
になったとは言えないような気がいたします。
約 1 年と 5 か月後に始まる新しい時代の元号が「平成」に代わる素晴らしい元号に
なればなどと想像しながら、今年も穏やかで平和なお正月を迎えられたことに感謝して
おります。
本年が皆様方にとりまして、安らかな素晴らしい一年になりますことを祈念申し上げます。
代表取締役社長 慶 田

隆

ミニスターS ScanⅡ／モリタ

ストリッピング コントラアングル／タスク

＜歯科技工用成型器＞

＜コントラアングルハンドピース＞

モリタから発売された“ミニスターS ScanⅡ”は、マウスガードだけ
でなくスプリント、いびき防止装置など様々なオーラルアプライアン
スの製作に高い形成圧と加熱・加圧・冷却時間まで自動設定するスキ
ャン機能を搭載した加圧形成器です。矯正から審美、そして予防まで
この 1 台で幅広い症例に対応し、適合の良いオーラルアプライアンス
の製作が可能です。

タスクからストリッピング専用のコントラアングルハンドピース“ス
トリッピングコントラアングル”が発売されました。信頼の日本国内
生産（製造：中村デンタル）で、低振動・低ノイズで患者さんの負担
を軽減します。

【特徴】
●独自の赤外線ヒーターの採用により予備加熱が不要です。また温度
センサー機能によりプレートの加熱温度を自動で制御します。
●プレートに印字されたバーコードを読み込むことで、加熱時間・冷
却時間の自動設定が可能です。
●軟化したプレート面側を直接模型へ圧接する「回転チャンバー」に
より、適合よく模型に圧着できます。
●4.0bar の加圧力によりコンパクトながら精度の高い成形が可能で
す。
●デジタル表示部とブザーに
より作業圧や作業時間を
わかりやすくお知らせし
ます。
●ステンレス銅製砂を使用す
ることで模型のトリミン
グが不要です。マウンティ
ングプレート付きの模型
でも使用が可能です。
標準価格＝本体一式 398,000 円

【特徴】
●減速 4：1 の上下運動タイプで、ストロー
ク幅は約 1.3mm。低振動・低ノイズによ
り、矯正歯科治療等での隣接面の研削や研
磨に有効です。
●各メーカーの EVA システム用ストリッピ
ングツールに対応します。
●オートクレーブ滅菌（135℃）に対応。
● ヘ ッ ド 長 さ は 8.5mm 、 ヘ ッ ド 直 径
8.0mm とコンパクトヘッドを採用。首部
分の長さは39.0mm で全長96mm のコ
ントラアングルハンドピースです。

標準準価格＝本体一式 42,000 円
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『 インタープロキシマル
ダイヤモンドバー 』

ＩPR(ディスキング)の時間と手間減らせます！

＜ プレミアムプラスジャパン ＞
今回ご紹介させていただきますのはプレミアムプラスジャパン株式会社から発売されてお
ります『インタープロキシマルダイヤモンドバー』です。矯正の先生を中心にご好評のＩPR
用のバーになります。ＩPR バーでは最も細い 0.3 ミリのため歯間削合時の細かいコントロー
ルを実現しました。かなり細いバーのため各バーの回転数を確認のうえ、バーを歯間部へ挿入
前に歯間部をなぞるようにして頂き、その後歯間へ挿入して頂くと破折リスクを軽減できま
す。
実際にご使用いただきました先生からは、
「どの商品よりもとにかく早くＩPR が出来た。診
療の効率が良くなった。
」とのお声を頂いております。チェアタイムを減らしたいと考えられ
ております先生方はぜひ一度お試しください。
標準価格＝1 本 2,000～3,000 円
バーキット 15,000円

★今週の新刊

長崎店 営業一課 坂井 和樹

『 歯科衛生士のためのペリオ・インプラント
重要 12 キーワード ベスト 240 論文 』
トムソン・ロイターシリーズ第 9 弾では、初の歯
科衛生士向けにわかりやすさ・見やすさを重視し
て編集。歯周病・インプラント関連の歯科衛生士
臨床で重要性・有益性の特に高い計 48 論文は、
イラストを交えた構造化抄録として、次いで高い
48 論文は抄録訳を掲載。
●監修＝和泉 雄一／佐藤 秀一
●著 ＝岩野 義弘／髙山 忠裕／武田 朋子
松浦 孝典
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,800 円＋税

『 日本外傷歯学会学術用語集 』
歯の外傷に関わる学術用語の統一を目的に、歯科
保存、小児歯科、口腔外科、歯科放射線、口腔病
理などの専門分野から約 500 項目を選定し、そ
れぞれに解説。見出し語となる各項目には、必要
に応じて同義語および類義語・関連語を付し、そ
れらを巻末の一覧表にまとめ、日本語・外国語索
引とともに、多面的に活用できる用語集。
●編 ＝日本外傷歯学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,800 円＋税
別冊 QDT

別冊 歯科衛生士

『 信頼がうまれる患者対応の技術 』
～歯科医院のための医療面接スタートガイド～

『 ジャパニーズ エステティック
デンティストリー2018 』

大学で医学生たちに医療面接を教え、自身も糖尿
病専門医として日々実践する著者が、歯科医院に
合わせてアレンジした、一風変わった医療面接入
門書が誕生。実践に取り組んだ歯科医院で、患者
さんの反応がどう変わったか。患者さんの信頼を
得るたしかな“技術”を網羅した一冊。

本誌は、Quintessenz Verlag （ドイツ）発行
の「the International Journal of Esthetic
Dentistry」の日本版。創刊 4 年目を迎え、いっ
そう充実した内容に。日本屈指の著名臨床家陣が
世界を見据えたテクニックとマテリアルで送り
出す審美症例の数々の書。

●監著＝西田 亙
●著 ＝香川県歯科医療研鑽の会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,400 円＋税

●編集委員長＝山﨑 長郎
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

『 インプラント材料 Q&A マテリアル編 』

『 インプラント材料 Q&A クリニカル編 』

～臨床の疑問に答える ～

～臨床の疑問に答える～

臨床家から集まった合計 158 の疑問に、材料学
の立場でわかりやすく回答。バックグラウンドと
なるデータ、写真を豊富に提示した一冊。より基
本的な「マテリアル編」と、臨床に即した「クリ
ニカル編」の 2 冊で、インプラントをめぐるテー
マを網羅。

臨床家から集まった合計 158 の疑問に、材料学
の立場でわかりやすく回答。バックグラウンドと
なるデータ、写真を豊富に提示した一冊。より基
本的な「マテリアル編」と、臨床に即した「クリ
ニカル編」の 2 冊で、インプラントをめぐるテー
マを網羅。

●著 ＝吉成 正雄
●出版＝医歯薬出版
●価格＝9,000 円＋税

●著 ＝吉成 正雄
●出版＝医歯薬出版
●価格＝9,000 円＋税
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