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ハイドリム C61 WD G4 JP
／セキムラ

マイクリップ 2.0 キット
／マイクロテック

CAM マシン DS200-5Z
／サンデンタル

＜ウォッシャーディスインフェクター＞

＜マトリックスシステム＞

＜歯科用 CAM マシン＞

セキムラから発売された
“ハイドリムC61
WD G4 JP”は、手洗浄の手間とリスクを
軽減し、効果的な予備洗浄、本洗浄、すす
ぎ、温水消毒、乾燥工程を自動的に行って
くれる便利な卓上型ウォッシャーディス
インフェクター洗浄器です。約 60 分以内
で 10 トレー分の器具が洗浄可能。90℃
～95℃の高温で洗浄します。

マイクロテックから発売された“マイクリ
ップ 2.0 キット”は、片手で操作できるマ
トリックスシステムで、専用のフォーセッ
プスが必要なく、操作性も良く容易に装着
が可能です。

【特徴】
●W598×H520×D525mm のコンパ
クトサイズの本体に、6L の大容量チャ
ンバーで効率的な洗浄が行えます。
●「すすぎと洗浄」
「標準」
「強力」
「カス
タム」のサイクルモードは最大 4 種類。
モードを選択してスタートを押すだけ
の 2 ステップ操作。
●専用薬剤の HIP ULTRA は弱アルカリ
性洗剤なので、中和させる必要がありま
せん。1 パック当り 17 サイクルの使用
が可能です。
●別売アクセサリーの使用により、8 つの
ハンドピースを 1 サイクルで洗浄・乾
燥できます。
●電気的定格は単相 AC200V、本体重さ
44kg。
標準価格＝本体一式
1,300,000 円
HIP ULTRA（8 パック入）20,000 円

『 スーパーアクリルポリッシャー 』

【特徴】
●片手操作で容易に装着可能。フォーセッ
プスは不要です。
●高品質の特殊ステンレススチール製で
長寿命を実現。オートクレーブ滅菌対応
です。
●タイン（先端チップ）は口蓋側、舌側、
頬側に接するマトリックスを完全に適
合させ作業時間を短縮させます。
●マイクリップ2.0の歯間離開力は2級窩
洞修復の際に優れたコンタクトポイン
トを作り、あらゆる臨床条件に対応しま
す。

標準価格＝キット

32,500 円

サンデンタルから発売された“CAM マシ
ン DS200-5Z”は、5 軸制御で乾式タイ
プの CAM マシンです。さまざまなケース
に応じて加工パスを用意した CAM ソフト
ウェア「GO2dental」を付属し、複雑な
咬合面やシャープなマージン部のデザイ
ンも忠実に再現します。
【特徴】
●複雑な咬合面も 0.3mm バーの使用（ジ
ルコニアのみ）により、切削後の手技で
の咬合面調整の手間を軽減します。ま
た、ジルコニアだけでなく、ワックス・
PMMA の 10～30mm までの切削が
可能です。
●デザインに忠実に切削するので高い精
度を実現します。
●ATC 機能（自動工具交換機能）で、8
本のバーを自動で交換可能。交換の手間
を省き、時間のロスを低減します。
●CAM 機操作機能を PC にインストール
することで遠隔操作が可能です。
●CAM ソフトウェア「GO2dental」は
さまざまなテンプレートを用意してい
ます。
標準価格＝本体一式 6,300,000 円

クリーンな環境を提供する義歯用ポイント！

＜ カボデンタルシステムズ ＞

標準価格＝軸無１2 個入 2,800 円
軸有 6 本入 2,000 円

今回、ご紹介させていただきます商品は、カボデンタルシステムズジャパン㈱より販売してお
ります義歯床用シリコンポイント『スーパーアクリルポリッシャー』です。こちらの商品の特徴
としましては、①義歯床の中研磨と金属製クラスプの中研磨が同時に行えます（ファイン使用）
。
②義歯床辺縁部にはみ出た裏装材の研磨が行えます（コースまたはファイン使用）
。③スプリン
ト辺縁や矯正のツースポジショナー、ホワイトニングトレー等にも適しています。④金属床の研
磨に使用できます（ファイン使用）
。
ご使用いただいている先生からのお話では、
「今までのシリコンポイントは研磨中に茶色い粉
塵が義歯に付着したり、入り込んでいたけどスーパーアクリルポリッシャーは色調が水色でほと
んど汚れが目立たなくていいね。
」とのお言葉を頂いております。スーパーアクリルポリッシャ
ーは４つの形態とコースとファインが用意され荒研磨から仕上げまで使用することが出来、コス
トパフォーマンスにも優れた商品となっております。詳細につきましては、弊社営業担当者まで
お気軽にお尋ね頂きますようお願いします。
熊本店 営業二課 下酔尾 美博
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★今週の新刊

『 カラー版 やさしい歯と口の事典 』
知りたいことが、読みたいページが一目でわか
る、大きく見やすいイラストや写真で図解。1 項
目、1 頁とコンパクトでていねいな解説により、
だれでも最新の歯科治療を瞬時に理解すること
ができます。患者さんや多職種医療従事者とのコ
ミュニケーションツールとして活用できる役立
つ実用事典。
●編 ＝下山 和弘／秋本 和宏
●出版＝医歯薬出版
●価格＝7,800 円＋税

『 デンタルスタッフのクリニカルマナー 』
～歯科医院における受付・患者応対と事務～

医療スタッフとしての心構えや人格を養う大切
さ，言葉遣いや対人関係を円滑にするマナーにつ
いてわかりやすく解説。また、院内での業務記録
の作成や情報共有の基本を詳説した新人デンタ
ルスタッフ必携の一冊。
●編 ＝合場 千佳子／品川 和美
水木 さとみ／山根 瞳
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,500 円＋税

『 デンタルスタッフの口腔衛生学・歯科衛生統計 』

『 困ったときに SEOAP で解決
有床義歯トラブルシューティング 』

口腔衛生学や、口腔保健と公衆衛生、歯科疾患の
疫学と歯科保健統計、歯・口腔の基礎知識、口腔
ケアの実践、食と健康、地域歯科保健活動など、
口腔衛生や歯科衛生統計に関する内容を網羅し
た一冊。デンタルスタッフのための口腔衛生学・
歯科衛生統計の書。

有床義歯調整に関連するトラブルを、
問題解決型
診療録の記載に際して用いられる「SOAP」に
「E（検査）」を加えた「SEOAP」を使用し、
系統だってトラブル解決する方法を紹介。
必要な
情報収集を行い、ハードルを一つ一つ整理し、解
決する新しい問題解決型思考を養う一冊。

●編 ＝泉福 英信
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,500 円＋税

●編集＝河相 安彦／水口 俊介
大久保 力廣／横山 敦郎
●出版＝永末書店
●価格＝8,500 円＋税

『 子どものむし歯予防は食生活がすべて 』

『 今日の治療薬 2018 』

～4 人の子どもに歯を磨かせなかった歯科医の話～

～解説と便覧～

子どものむし歯予防は食生活がすべて。
「歯磨き」
ではなく、「なに」を「どう」食べるのか。粗食
のすすめで食生活を見直し、ひいては子どもの調
和の取れた健康を守る。現場からのリポートと提
言。すぐに始められる「実践に役立つ Q&A」付
きの書。
●著 ＝黒沢 誠人／幕内 秀夫
●出版＝風濤社
●価格＝1,400 円＋税

薬効群ごとに解説と便覧で構成したベストセラ
ー。2018 年版では発刊 40 周年を迎え、便覧
の冒頭に各薬効群の特徴を一目で理解できる「薬
剤の特徴ガイド」を新設。便覧ではさらにジェネ
リック医薬品の薬価幅を掲載し、妊婦の安全性情
報も追加。より読みやすくますます使いやすい一
冊。
●編集＝浦部 晶夫／島田 和幸
川合 眞一
●出版＝南江堂
●価格＝4,600 円＋税

『 CLINICAL IMPLANT DENTISTRY 』
～4S コンセプト・審美領域編～

Short（短期間治療）
・Simple（シンプル）
・Small
（最小限）
・Safe（安全）を基本とした、著者が
提唱する患者目線のやさしいインプラント治療。
本書では、臨床から得られた経験をもとに、多岐
にわたる臨床ケースを示しながら4S コンセプト
に基づいた患者のための新たな治療プロトコル
を提案した一冊。

『 常識を破り、プライドを貫く。
』
～患者が求める真の歯科医療を追求した
予防歯科のレジェンド～

1950 年代、アメリカ。治療、治療の風潮のな
か、
“人を診る予防”へと、たった一人大きく舵
を切った伝説の歯科医師「ロバート・フランク・
バークレー」その生き方と哲学を紹介した一冊。
●編集＝オーラルケア
●出版＝オーラルケア
●価格＝1,500 円＋税

●著 ＝林 揚春
●出版＝ゼニス出版
●価格＝8,840 円＋税
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