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ピエゾトーム Cube／白水貿易

ボニダ デュアル／E テック

セラブライト プロケア／岡部

＜電動式骨手術器械＞

＜歯科用口腔内カメラ＞

＜PMTC ペースト＞

-

白水貿易から好評発売の電動式骨手術器
械「ピエゾトームシリーズ」が“ピエゾト
ーム Cube”として生まれ変わりました。
従来機種よりもコンパクトになっただけ
でなく、最新のニュートロンテクノロジー
により、パワーがより強くなり、さらに切
削効率が向上しました。また、最小パワー
もさらに弱くなり、より安全に使用するこ
とが可能になりました。

E テックから発売された“ボニダデュアル”
は、世界初「DUAL CAMERA SYSTEM」
（2 種類のカメラ）を導入して開発された
歯科用口腔内カメラです。HD720p の高
解像度で、鮮明でクリアな高品質（30fps）
の画像を提供します。

【特徴】
●最大出力 78W を実現し、従来品と比べ
30%パワーが向上しました。
●チップに応じた最適の周波数を自動的
に選択し、さらにチップに負荷がかかる
と瞬時にパワーを補正し、あらゆる状況
で一定のパワーと振幅を保とうとする
安定した超音波テクノロジーを採用。
●負荷の大きさに応じてパワーを自動調
整する「DPSI」を搭載。パワーを－10%
～＋30%まで骨質に合わせて自動調整
します。
●主な設定はパネルにタッチするだけの
簡単操作。
●アクセサリー類はプラスティックを極
力用いず、ステンレス鋼等の頑丈な素材
を採用し、耐久性に優れています。

【特徴】
●2 種類のカメラレンズで、口腔内カメラ
＆顔面カメラの両機能の 動画＆静止画
を記録できます。
●DUAL CAMERA SYSTEM 機能で、従
来のカメラよりも広範囲なフォーカス
範囲（5mm～123mm）を提供します。
●液体可変焦点レンズの採用により、高速
オートフォーカスを実現 。
●歯牙＆顎サイズの計測機能を搭載。矯正
治療などに有効です。
●カリエスモードの搭載により、う蝕の状
態を表示し、診断をサポートします。
●自動スリープモード（10 分間）により
消費減力を低減します。
●訪問診療など AC 電源のとれないところ
でもパソコンの USB 電源供給により使
用できます。
●専用の画像管理ソフトウェアを付属し、
主要な Imaging ソフトウェア（レセプト
コンピュータ）との連携が可能です。

標準価格＝本体一式 798,000 円

標準価格＝本体一式 290,000 円

『 DENT.System AX 』
＜ ライオン歯科材 ＞

岡部から 7 月 17 日に発売される“セラブ
ライトプロケア”は、ナノテクノロジーの
力でエナメルトリートメントを可能にし
た PMTC ペーストです。特許技術である
世界最小のハイドロキシアパタイトナノ
粒子（nano-SHAp）を配合し、クリーニ
ングとツヤ出し最終仕上げを効率よく行
えます。また、高結晶性と高分散性という
特長を併せ持つ nano-SHAp は高レベル
の歯面修復を可能とし、再着色を長期的に
予防するとともに知覚過敏抑制効果を発
揮します。
【特徴】
●強固なイオン結着による効率的な歯面
修復を可能にし、驚くようなツヤ感を実
現し、再着色を予防します。
●nano-SHAp が象牙細管を確実に封鎖
しることにより即効・持続的に知覚過敏
を抑制します。
●nano-SHAp の優れたタンパク吸着性
により、歯面を傷つけない新しいクリー
ニングを実現します。研磨剤フリー。
●使い心地を追求した適度な粘性のテク
スチャーで、発泡剤フリーです。
●グリーンアップルのみずみずしさを再
現したさわやかなフレーバーです。
標準価格＝内容量（50g） 2,400 円

薄さと細さを兼ね備えたシステマとマキシマのハイブリッド歯ブラシ！
今回ご紹介させていただく商品は、ライオン歯科材から好評発売中の歯ブラシ
『DENT.Systema AX』です。この製品の特長は何といってもそのヘッドの薄さと毛先の細
さ！ヘッドの厚みは DENT.MAXIMA でお馴染みの僅か 2.6 ㎜の超薄型ヘッドで、毛先は
DENT.Systema44M でお馴染みのスーパーテーパード毛を採用した“従来のシステマとマ
キシマ”の良いとこ取りをしたハイブリッド歯ブラシとなっております。
ご愛用頂いております先生方には、「DENT.MAXIMA を長く愛用していたが、
DENT.MAXIMA のヘッドの薄さで、細い毛先の歯ブラシがあればと思っていた。こんな歯
ブラシを待っていた。
」とのお声を頂いております。
サンプルもご用意しておりますので是非この機会に“薄さ×細さ”を体験して頂ければと
思います。
久留米店 営業二課 大森 裕喜

患者参考価格＝1 本 400 円（税抜）
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★今週の新刊

『 MTA を用いたエンドの臨床 』
～予知性の高いバイオセラミックマテリアルの応用法～

『 チェアサイドとラボサイドで共有したい
補綴再製をなくすための臨床テクニック 24 』

MTA セメントやバイオセラミックシーラーに用
いられるバイオセラミックマテリアルをより臨
床応用しやすいよう、使用方法のみならず、どの
ようなときになぜ有用なのか、従来法との違い、
使用時の注意点などをエビデンスをもとに解説。
各使用目的に関するエビデンスを追記し、製品一
覧や Q&A も設けた一冊。

月刊「歯界展望」の好評連載『チェアサイドとラ
ボサイトの連携をスムーズにする補綴再製ゼロ
プロジェクト』の書籍化！チェアサイドとラボサ
イドの両視点から補綴再製を起こさせないため
のキーポイント、コツが 24 項目にまとめられた
ヒント&tips 集。書籍化にあたり「検証」コラム
を追加するなど内容が充実した一冊。

●編著＝牛窪 敏博／神戸 良
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,000 円＋税

●著 ＝佐野 隆一
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,400 円＋税

月刊「歯科技工」別冊

『 モノリシックジルコニアの“いま” 』

CLINICAL REHABILITATION 臨時増刊号

～口腔内スキャナ、CAD/CAM との親和性の高い
補綴装置の可能性を探る～

『 摂食嚥下リハビリテーションにおける機能評価 』

デジタルデンティストリーとの親和性や、CAD/
CAM システムとジルコニア材料の相性、接着に
関わる表面処理など、
モノリシックジルコニアの
補綴的・材科学的“いま”を解説。進化し続ける
モノリシックジルコニアの現状に焦点をあてて
まとめた歯科技工士必携の一冊。
●編 ＝白石 大典／土屋 雅一
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,900 円＋税

●編 ＝小口 和代
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,800 円＋税

『 これでカンペキ
歯科衛生士の歯周治療の本 2018-19 』
改訂を重ねたベストセラー書の最新版！平成
30 年 4 月の診療報酬改定にあわせて改訂。
日々
の臨床で押さえておくべき内容やコツなどを歯
周治療の流れにそって、
豊富な写真とイラストで
わかりやすく図解。
診療報酬改定で見直しされた
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」
につ
いても図解。

『 なるほど！TCH 世界一やさしい TCH 入門 』
近年、注目度が急速に高まっている TCH（上下
歯列接触癖）
。本書は、TCH の視点をもって診
療にあたることに特化し、
基本から理解しやすい
ことをコンセプトにまとめた書。巻末には、TCH
の具体的な症状例を患者さんにビジュアルで説
明できるシートも収載した一冊。

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

デンタルダイヤモンド増刊号

『 もう悩まない！時代が求める接着臨床 』
現時点での接着材料を整理するとともに、
それぞ
れの適応症と臨床応用のポイントや、
今後増えゆ
く CAD/CAM 修復等々、日常臨床で頻繁に遭
遇する「接着」の最新情報を紹介し、新たなマテ
リアルとの臨床応用やトラブル対応のコツを紹
介した一冊。
●編集＝柵木 寿男／小峰 太
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,400 円＋税

●著 ＝小原 啓子／畠山 知子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,200 円＋税

●著 ＝櫻井 善明／林 智恵子
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,600 円＋税

摂食嚥下リハビリテーションにおける機器を用
いた各種の機能検査法にスポットを当て、
臨床で
普及率の高い嚥下造影検査（VF）
、嚥下内視鏡
検査（VE）をはじめとする 7 つの検査法の特徴
や手技、リスク管理を解説し、また主要な 7 疾
患について検査のタイミングや目標設定等、
実臨
床に即した機能評価の進め方について解説。

DH style 増刊号

『 書き込み式・歯科衛生士のためのお仕事マナーノート 』
歯科衛生士としてのお仕事マナーを自分で書き
込むことで、
自分だけのマニュアルとしても活用
でき、作成の過程で、院長や先輩からアドバイス
をもらうと、完成度がぐんと高まるノート。すぐ
に使える付録付き。
●著 ＝杉元 信代
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,200 円＋税
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