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マイクロラックスⅡ／モリタ
＜汎用歯科用照射器＞

アシスティーナ TWIN
／白水貿易

プリコート／セキムラ
＜皮膚保護クリーム＞

＜自動洗浄・注油システム＞

-

モリタから発売された“マイクロラックス
Ⅱ”は、高輝度の LED ライトで照度があ
り、根管口など見えにくい部位を明るく照
らすことができる汎用歯科用照射器です。
また、隣接面う蝕や歯冠エナメル質の亀裂
は破裂の観察にも使用できます。別売のフ
ァイバーライトガイドやミラーを装着す
ることで様々な部位の観察に有効です。
【特徴】
●直径3mm と2mm のグラスライトガイ
ド、1mm と 0.75mm のファイバーラ
イトガイドなどの様々な先端形状で、部
位や用途に応じて使用が可能です。ま
た、専用ミラーを使用することで、ミラ
ー部に LED 光が当たり、術野を明るく
照らして鏡視観察することができます。
●手元ボタンにより 2 段階の光量調節が
可能です。
●グラスライトガイドやミラーは滅菌対
応（乾燥工程不可）
。
標準価格＝本体一式
46,800 円
ミラー5 入
12,000 円
ファイバーライトガイドキット
23,200 円
ファイバーライトガイド補充用
25 本入 7,500 円

『 デンチャージェル 』
＜ 亀水化学 ＞

白水貿易から発売された“アシスティーナ
TWIN”は、2 層式ツインチャンバータイ
プのタービンコントラ専用自動洗浄・注油
システムです。
洗浄・注油がわずか 10 秒！
必要なハンドピースを効率的かつ迅速に
洗浄・注油を行うことができます。
【特徴】
●同時に 2 本のインスツルメントを装着
でき、スライド式の扉により、交互に洗
浄・注油を行うことができます。
●見やすく簡単な操作パネルにより、スタ
ートボタンを押すだけで洗浄・注油が行
えます。
●本体に HEPA フィルターを装備し、エ
アゾールを吸収し、HEPA フィルター
を通じて排気するので衛生的で安全で
す。
●新技術の nebulization 機能でオイル・
クリーニング液をミスト化し高圧で噴
射するため、短時間で汚れを除去しま
す。
●サービスオイル 200ml、ならびにクリ
ーニング液 200ml ともにハンドピー
ス約 2800 本分の洗浄・注油が可能な
ので、ランニングコストを軽減します。
標準価格＝本体一式 260,000 円
ケアセット 16,500 円

セキムラから発売された“プリコート”は、
皮膚に保護膜を形成する皮膚保護クリー
ムです。３つの保護膜成分が肌の表面をコ
ーティングし、消毒剤や洗浄液などによる
皮膚への刺激をブロックします。手荒れを
予防すると共に、汚れや臭いの浸透を防ぎ
ます。
【特徴】
●３つの保護膜成分により、保湿性を保ち
ながら手肌をブロックします。
●汚れや臭いの分子が皮膚の角質層へ浸
透しにくくなり、手洗いで落としやすく
なります。
●のびが良く無香料。ベタつきが少なく医
療現場でも優れています。
●抗炎症作用があり、皮膚の炎症とかぶれ
を防止します。また、ビタミン E 誘導
体による血行促進作用もあります。
●保護効果は１回で約４時間維持します。
●顔・足・胸等の手以外の皮膚の保護を必
要とする部位にも使用できます。
標準価格＝100g 入 1,700 円

ご存知ですか？これ一本で三役の働き！
今回ご紹介させていただきますのは、亀水化学から発売されております『デンチャー
ジェル』です。口腔保湿ジェルとしてお使いいただけますが、義歯の安定剤としても使
用でき、また、義歯の嫌な臭いを防止いたします。
リピートでご購入を頂いております医院様からは、
「口腔保湿としてだけでなく、義歯
の安定剤にもなり非常に使いやすい。ジェル状なので簡単に水で落とせる。
」と保湿、防
臭、義歯安定材、お手入れのしやすさの 4 つの点で評価をいただいております。義歯の
安定剤をお使いの患者様、義歯のお手入れが苦手な患者様には大変おすすめ致します。
是非ともこの機会にお試し下さい。
チューブタイプと小袋タイプの2 種類がございます。
詳細につきましては、弊社担当営業者までお尋ねください。

患者参考価格＝
チューブタイプ 45g
1,400 円（税別）
小袋タイプ 2.5g×30 包 2,500 円（税別）

宮崎店 営業課 小野 剛一
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★“UK ネクストクリンⅡ”リニューアル発売のご案内！

蛋白質分解酵素を配合し、さらに洗浄力を高めた洗浄除菌防錆剤！
弊社オリジナル製品の歯科小器具用洗浄除菌防錆剤 UK ネクストクリンが、この度“UK ネクストク
リンⅡ”としてリニューアル発売いたしました。従来品の洗浄成分である高級アルコール系非イオン
界面活性剤にプラスして蛋白質分解酵素を配合することにより、より洗浄力を高めました。また、ミ
ントの香りを香料でプラスすることで気になる匂いを軽減します。新たにリニューアルしました“UK
ネクストクリンⅡ”を是非この機会にご用命いただきますようお願い申し上げます。
【UK ネクストクリンⅡの特徴】
●抜群の洗浄力 （蛋白質分解酵素配合で洗浄力 UP！）
●ミントの香りで気になる匂いを軽減。
●防錆剤配合によりインスツルメント類はもちろんのことデリケートな小器具類（リーマー、
バーなど）の腐食発生を防止。
●CAE、アルキルジアミノエチルグリシンによる除菌効果。
●幅広い濃度で使用でき経済的。

★今週の新刊

※標準価格＝4 リットル入 9,000 円
製品の詳細につきましては、弊社営業
担当者までお尋ねください。

『 破折を予防する歯内療法と
その後の修復処置 5 つのチェックポイント 』

『 食べる喜びを支える歯科医療のための
デンチャースペース義歯 』

歯科医師が最も遭遇したくない臨床的な状況の
一つである歯の破折。この破折を予防するための
歯内療法のテクニックを、5 つのチェックポイン
トを切り口にコンパクトにまとめ、失敗しない・
破折させないテクニックについて、科学的な知見
や専門家の共通見解、臨床例などで構成した一
冊。

ニュートラルゾーン理論による周囲組織との調
和のとれたデンチャースペース義歯や、認知症を
はじめとした有病高齢者に対して歯科衛生士・言
語聴覚士などとの連携で対応した症例などをと
おして、よく嚙んで食べることの意義を徹底解
説。診療室から訪問診療まで、デンチャースペー
ス義歯の真髄に迫る書。

●監修・著＝石井 宏
●著 ＝尾上 正治／田中 浩祐／大森さゆり
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝7,800 円＋税

●監修＝加藤 武彦
●編集委員＝三木 逸郎／糟谷 政治
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝10,000 円＋税

『 やさしくわかる口腔の機能と筋 』
～咀嚼・嚥下・発音のメカニズム～

咀嚼・嚥下・発音運動に着目し，運動を構成する
筋の解剖図を示しながら，
口腔機能と器官の関係
をやさしく解説した本邦初のポケットマニュア
ル本。咀嚼・嚥下・発音機能とその運動を織りな
す筋との相関性から口腔機能のメカニズムが理
解できる一冊。
●編著＝森戸 光彦
●著 ＝下山 和弘／髙橋 一也／坂本 栄治
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,200 円＋税
『 歯ならび、矯正歯科治療 Q&A 』
矯正歯科治療において関心の高い、成人矯正、ア
ンカー（ミニインプラント）スクリューを使った
治療、非抜歯治療、マウスピース矯正など的確に
説明できるよう編集。一般歯科医院、矯正専門歯
科医院どちらの待合室にでも最適な一冊。
●著 ＝清水 典佳／富永 雪穂／納村 泰弘
●出版＝医学情報社
●価格＝3,000 円＋税
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『 臨床家のための
口腔疾患診断トレーニングブック 』
問診情報と病態写真から診断を導くトレーニン
グブック！適切な対応のための「診る目」を鍛え
ることができ、口腔外科的疾患・口腔内科的疾患
の診断能力向上に役立つ書。
●編著＝神部 芳則／笹野 高嗣
●出版＝医歯薬出版
●価格＝7,500 円＋税

『 “老化の予防”歯科 Q&A 』
～口の健康が生活習慣病を防ぎます～

生活習慣病を予防する歯科の新たな役割を伝え
るため、
「全身疾患の発症・重症化の予防をする
歯科」となるためにまとめた書。超高齢化時代に、
若い世代から始めたい予防のアドバイス集。
●編著＝武内 博朗／野村 義明
花田 信弘
●出版＝医学情報社
●価格＝3,000 円＋税
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