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トランスフォームトレー
／モモセ歯科商会

CRTD／フォレスト・ワン
＜メタルコア除去用ドライバー＞

＜歯科印象採得用トレー＞

BIO3D．
／デンケン・ハイデンタル
＜歯科用 3D プリンター＞

-

モモセ歯科商会から 1 月 22 日に発売され
る“トランスフォームトレー”は、お湯で
自由自在に形を変えることができる印象
採得用トレーです。70°以上のお湯に 20
秒間漬けるだけで、その場で自由自在に形
を変形（調整）することができ、変形させ
た形を 10 秒ほど維持すればトレーの硬さ
に戻ります。（流水で流せばすぐに硬くな
ります。
）
【特徴】
●印象材を保持しやすいデザイン設計で
す。印象材の圧接時に圧を加えるための
フィンガーパッドを付与し、また、印象
材撤去時の歪みを減少させる維持溝を
しっかりと付与しています。
●給湯ポットのお湯でも使用できるので、
往診現場で有効活用が可能です。
●1 個当たり 108 円。ディスポーザブル
でも気軽に使える価格です。
●サイズは上下顎共ラージ、ミディアム、
スモールの 3 サイズを用意。単品 12 個
入りの他、各種 2 個ずつ入ったアソート
入りもラインナップ。
標準価格＝12 個入 1,300 円

フォレスト・ワンから発売された“CRTD”
（コアリムーバブルドライバー）は、先端
の凹みでコアをしっかりと把持すること
ができるメタルコア除去用のドライバー
です。コアの形状を問わずに使用が可能
で、前歯・臼歯ともにメタルコアの除去が
可能です。
【特徴】
●一般的なドライバーに比べ、先端は薄
く、細く、そして凹みを付与。切削量が
少なくても溝の奥まで差し込め、残存歯
質に「支点」が確保しやすい形状です。
●2 本のドライバーをあらかじめ形成した
溝に差し込み、それぞれの逆方向に回転
させて除去します。
●直・曲の組み合わせでストレスなくアク
セスが可能です。
●歯質の高さが異なる歯牙でも利用が可
能です。

標準価格＝
・3 本セット（直×2・曲）
・3 本セット（直・曲×2）
・単品（直）
・単品（曲）

『 フタラール消毒液 0.55%「メタル」 』
＜ ジーシー ＞

38,000 円
40,000 円
14,000 円
16,000 円

デンケン・ハイデンタルから発売された
“BIO3D．
”は、NextDent が認めたオー
プンシステム 3D プリンターです。海外で
10 年以上の実績があり、デンタルに最適
化された DLP 方式により、NextDent 材
料に最適化された正確な造形が特徴です。
液晶パネルで使用材料を選択するだけで
簡単に使用することができ、また、オート
キャリブレーション機能により快適なユ
ーザービリティを提供します。
【特徴】
●NextDent は、オランダ Vertex Dental
の 3D プリンター材料専門部門です。全
12種類の全世界で検証されたプリント
素材を開発しています。
● LC-3D プ リ ン ト ボ ッ ク ス は 、
NextDent 材料のために開発されたポ
ストキュア装置です。12 個の高出力
UV ランプが 360°配置され、これに
より迅速かつ、均一な硬化が得られま
す。
標準価格＝
BIO3D．
（KDF W-11） 1,980,000 円
LC-3D プリントボックス 598,000 円

スピーディな殺菌と洗い残しが確認できる高水準消毒剤！
今回は㈱ジーシーより発売されております『フタラール消毒液 0.55%「メタル」
』
をご紹介いたします。
この製品は、各種の細菌、真菌、ウイルスに対して 5 分以内で殺菌効果・不活化
作用を示し、残留したタンパク質を着色するため洗い残しが確認できます。また、有
機物による効力低下が少なく連続 14 日間の使用が可能です。
実際にご使用頂いているスタッフ様より、
『消毒液の希釈や緩衝化剤の添加がいら
ないので、手間がかからず、必要最低限の量で使用できるので使いやすい。
』ととて
も好評です。
サイデックスプラス 28 が販売中止となっていますので、現在ご使用中の薬液の切り
替えにこのフタラール消毒液 0.55%「メタル」をお勧めいたします。
熊本店 営業一課 脇上 健一

標準価格＝5 リットル入 8,000 円
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歯科技工 別冊

★今週の新刊

『 CAD/CAM マテリアル完全ガイドブック 』

『 再製を防ぐためのラボコミュニケーション 』

～臨床に役立つ材料選択と接着操作～

～チェアサイドとの連携のコツ～

CAD/CAM マテリアルを選ぶさいに役立つガイ
ドとして、その素材自体の利点・欠点を含めた特
性について、最新情報を基に科学的、客観的な視
点から詳説。CAD/CAM 製修復物装着の成功の
カギを握る接着操作上の注意点・ポイントについ
て、各マテリアルごとにコンパクトに解説。

チェアサイドと的確なコミュニケーションや情
報共有をはかるコツや、補綴物の再製をはじめと
するトラブルを極力なくすための留意点、工夫を
まとめた一冊。目指すはストップ再製！臨床技工
に直結した実践書。
●編 ＝月刊「歯科技工」編集部
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,900 円＋税

●編著＝伴 清治
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,800 円＋税

歯界展望 別冊

『 歯科衛生士のための齲蝕予防処置法 第 2 版 』

『 歯周外科の基本テクニック 』
～術前検査からメインテナンスまで～

総説編で齲蝕予防処置の基本的な知識を、
実習編
ではフッ化物の塗布法や小窩裂溝填塞法などを、
集団応用編では齲蝕予防処置集団応用の考え方
や実習について詳しく解説。また、コラム等で関
連する項目や歯科衛生士にとって重要な内容に
ついては別掲。齲蝕予防処置法のテキスト書。

術前・術中・術後における一連の基本知識・技術
のキーポイントを大きく見やすいイラストと多
数の写真でビジュアルに解説。
卒後間もない若手
歯科医師のための自己研鑽の羅針盤として、
経験
を有する歯科医の先生には臨床を今一度見直す
ために役立つ一冊。

●編著＝中垣 晴男／加藤 一／石飛 國子
高阪 利美
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,600 円＋税

●編 ＝和泉 雄一／小田 茂／菊池 重成
秋月 達也
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,800 円＋税

『 包括的歯科診療入門 』

『 This is Suction Denture！ 』

～現象と時間の視点から～

～「吸着義歯、ここに極まれり」～

本書は、
『月刊デンタルダイヤモンド』2015 年
1 月号から 2016 年 12 月号まで連載した同名
コーナーに大幅加筆し、修復、歯周、補綴、咬合、
審美を含めた包括的歯科診療の真髄を解説。基本
に忠実な処置の積み重ねのうえに成り立つ、歯科
臨床の到達点がここにある一冊。

●著 ＝佐藤 勝史
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝9,000 円＋税

●著 ＝小川 廣明
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝13,000 円＋税
デンタルダイヤモンド別冊

『 求人・採用&育成・定着マニュアル 』
～優秀なスタッフがあなたの歯科医院を強くする！～

本書では、引く手あまたのコンサルタントによ
る、
「求人・採用&育成・定着」の極意を徹底解
説！ さらに、成果を出している歯科医院の院長
と経営コンサルタントが人材獲得の成功の条件
を語る座談会、全国の成功医院の取り組みを紹
介。スタッフ不足のお悩み解消の一冊。
●編集＝廣田 祥司／黒飛 一志／丹野 祐子
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,200 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

本書は『What is Suction Denture?』に続く、
“吸着”下顎総義歯マニュアルの第二弾。より義
歯の安定度が増し、より吸着度が増すためのアド
バンス編。内容がより読者に伝わるよう更なるビ
ジュアル化に努めた一冊。

『 Decision Making of the Compromised Teeth 』
～患者利益から見る抜歯基準と治療介入～

「Decision Making」を推奨する石井宏先生の監
修によるカラーアトラス。歯の保存が困難な症例
に対する、非抜歯による治療介入例を多数のデン
タル・CT・口腔写真とともに紹介。安易に抜歯
を選択するのではなく、患者意思と患者利益を第
一として、歯を残すために治療にあたる。歯科治
療の原点にして、歯内治療の最先端を学べる一
冊。
●監修＝石井 宏
●出版＝永末書店
●価格＝12,000 円＋税
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