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フェイスサーモ TM-1621
／セキムラ

リステリン® ホワイトニング
／松風

＜多点非接触型体温計＞

＜マウスウォッシュ（液体歯磨）＞

シシュテクト DX／モリムラ
＜健康補助食品＞

-

セキムラから発売された“サーモフェイス
TM-1621”
（エー・アンド・デイ）は、
外来者に触れることなく体温スクリーニ
ングを行うことができる多点非接触型体
温計です。約 1m から離れたところから被
検者の顔をファインダー越しに簡単（約 3
秒）に測定できる唯一の体温計です。感染
症からの保護に有用で、また、通常の腋下
体温計が使用できない方、就寝中の方や、
るい痩患者の測定にも適しています。
【特徴】
●高精度 64 ピクセル（8×８）の赤外線
センサーを搭載。
●従来の体温計とは全く違ったコンセプ
トで開発されたスクリーニング体温
計・温度計です。
●体温計モードの他、表面温度計モードも
搭載しているので、飲み物やお風呂の温
度測定にも使用できます。
●消耗品は乾電池（単 4 アルカリ乾電池 2
本使用）のみ。ディスポーザブル部品は
必要ありません。
●体温計用スタンド、収納ケース、電池蓋
用ドライバーを付属。
標準価格＝本体一式 37,000 円

『 パナジル イニシャルコンタクト 』
＜ 白水貿易 ＞

松風から 4 月 23 日に発売される“リステ
リンⓇホワイトニング”は、歯本来の白さ
を取り戻すことを目的に開発されたマウ
スウォッシュ（液体歯磨）です。着色汚れ
（ステイン）を浮かせて落とし、ステイン
の付着を低減します。さわやかなホワイト
ミント味で、すっきりとした爽快感が長続
きします。
【特徴】
●気軽に、手軽に毎日続けられる新習慣。
ゆすいで実感する本格的ホワイトニン
グマウスウォッシュです。
●ステインクリーン成分を配合し、着色汚
れを（ステイン）を浮かせて落とします。
●コーティング効果により、歯をコーティ
ングし、白さを持続します。また、さら
なる着色もつきにくくします。
●ホワイトミント味で、すっきり爽やか感
が得られます。
患者参考価格＝1L 入 1,100 円（税別）
500ml 入 800 円（税別）

モリムラから発売された“シシュテクト
DX”
（製造：井藤漢方製薬）は、口内菌（口
腔内常在菌）の集中対策素材であるオボプ
ロン-バイオフィルムを 200mg（1 日目
安量 3 粒当り）配合した健康補助食品で
す。また、お口の潤いをサポートするポリ
グルタミン酸 60mg（1 日目安量 3 粒当
り）やキシリトールを配合し、食時の後な
どに 1 粒なめるだけで手軽にケアできる
お口の健康ケアタブレットです。
【特徴】
●ニオイ、ネバネバ、ブヨブヨが気になる
方のお口の健康をキープします。
●シトラスミント味でほんのり甘みもあ
り、なめた後はお口の中はスッキリ風味
が広がります。
●手軽にできるお口のエイジングケアが
できます。
●むし歯の原因を作らないノンシュガー
タイプです。
患者参考価格＝
1 袋 24g（800mg×30 粒）
1,200 円（税別）

流れがよく、精密印象に最適な超親水性シリコーン印象材！
今回、ご紹介させて頂きます商品は、白水貿易㈱から発売されている超親水性付加重合型
シリコーン印象材『パナジル イニシャルコンタクト』です。
特徴としましては、練和直後の印象材が歯と粘膜に触れたその瞬間のイニシャルコンタク
ト（初期接触角度）がわずか 9°で、初期の親水性に特に優れたライトボディタイプの超親
水性付加重合型シリコーン印象材です。優れたフローで、マージン形成部、深い歯肉溝、口
腔内の湿った状況下でも精密な印象採得を行うことができます。また、硬化がシャープで全
操作時間も 4 分なので、印象採得時間の短縮にもつながります。
ご使用いただいております先生からは、
「流れがよく、マージン部など精密に採得ができ、
印象の失敗も少なくなった。
」とお聞きしました。現在、特別価格キャンペーンも開催してお
りますので、この機会に一度ご使用されてみてはいかがでしょうか。

標準価格＝カートリッジ 50ml×2 本入
7,700 円

熊本店 営業五課 松原 省二

Vol. 716 発行日 2018 年 4 月 16 日

★今週の新刊

『 SAFE Troubleshooting Guide Vol.3 』
『 GP と DH のためのペリオドントロジー 』

～外科的合併症編 CT で検証する
インプラント手術のトラブル～

歯周病病因論に関する膨大なエビデンスに基づ
き、歯科医院として患者の口腔の健康を生涯維持
するためのノウハウを網羅。細菌性バイオフィル
ム、宿主由来・生活習慣由来のリスクファクター、
歯周炎と全身疾患の関係性、パーソナライズド
（個別化した）歯周治療・メインテナンス、魅力
的な歯科医院の創造までを多数のイラストと写
真で解説した、まったく新しいテキストブック。

インプラント治療における外科的合併症を、解剖
学的・インプラント埋入・抜歯後即時埋入・歯槽
部骨造成術・サイナスリフト、ソケットリフトの
トラブルに細分化し、日々の臨床で起こりがちな
30 症例について解説。さらにスペシャルサプリ
メントではインプラントによる下歯槽神経麻痺
や異常出血など、巻末特別企画では歯科用 CT や
シミュレーションガイドの最新情報が満載の書。

●著 ＝築山 鉄平／宮本 貴成
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝13,000 円＋税

●監著＝野阪 泰弘／米澤 大地／十河 基文
宗像 源博／堀内 克啓
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,500 円＋税

『 考えるペリオドンティクス 』
～病因論と臨床推論から導かれる歯周治療～

歯周病とは一体どんな病気なのか、
何が原因で発
症し進行していくのか、
どう治療すれば良いのか
等、これらの問題に対して、筆者自身の病因論と
多くの症例を示し、
「自分で考える」習慣を身に
つけることだと詳しく解説した一冊。
●著 ＝高橋 慶壮
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,800 円＋税

『 ゼロからわかる小児う蝕予防の最前線 』
月刊「歯科衛生士」で好評を博した連載が待望の
書籍化。
「細菌」
「糖（代用甘味料）
」
「フッ化物」
「実践」の 4 つの観点から、4 人の専門家が小
児う蝕予防に必要な最新知見を披歴。
まるで講義
を聴いているかのような平易な解説で、
無理なく
“ゼロから”予防理論を学ぶことができる書。
●編集＝吉田 昊哲
●著者＝花田 信弘／藤原 卓
眞木 吉信／奥 猛志
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,500 円＋税

別冊 ザ・クインテッセンス

『 インプラント YEARBOOK 2018 』
～超高齢社会のインプラント治療は何が変わったのか
高齢者・有病者を見据えた臨床的ポイント～

本書は、インプラント販売企業 29 社の協力を得
て、
「最新インプラントシステムの特長および臨
床応用」を紹介している。また、巻頭特集では「超
高齢社会のインプラント治療は何が違うのか」と
題した特集を掲載。歯科インプラント業界の
2018 年最新事情を網羅した一冊。
●編集＝クインテッセンス出版
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

『 歯科医院のイライラによく効くアンガーマネジメント 』
～誰でもすぐにできる 48 のメソッド～

歯科医院のあらゆる場面に蔓延している「イライ
ラ」
。怒りの原因を知り、それをコントロールす
るための仕組み、すぐにできるテクニックを解説
＆紹介。そして、歯科医院でよく起こるイライラ
にどう対応すればよいのか、具体的な方法も提示
した一冊。
●著者＝浅野 弥生
●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

『 隣接医学シリーズ こころの病気と歯科治療 』
Dd 隣接医学シリーズの第 4 弾！さまざまな
“こ
ころの病気と歯科治療”
にまつわる諸問題を取り
上げ、歯科医療に造詣の深い精神科医、心身医学
の知識をもつ歯科医が編纂した業界初の書。
●監著＝宮岡 等／和気 裕之
●編集＝宮地 英雄／依田 哲也
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,200 円＋税

『 歯科医が押さえておきたい
生活習慣病Q&A78 』
生活習慣病の基本から歯科とかかわる具体例と
その対応までを、読みやすい Q & A 形式で解説。
著名な内科医が歯科医療従事者に贈る、生活習慣
病の入門書。
●監著＝宮野 康日己
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,600 円＋税
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