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TRIOS 3 ワイヤレス／松風

ノイチャージ／松風

＜オーラルスキャナ＞

＜多目的洗浄剤＞

オートスピン・モデルシステム
／日本歯科商社
＜超精密作業模型作成システム＞

-

松風から発売された“トリオス 3 ワイヤレ
ス”は、はやく、きれいに、正確に、そし
て自由（ワイヤレス）に光学印象スキャニ
ングが行えるオーラルスキャナです。従来
のコードタイプからワイヤレス化を実現
し、自由な動きに対応します。また、専用
バッテリーを 3 本標準付属で安心して使
用ができます。
【特徴】
●光学印象スキャニングによるすばやい
印象採得でチェアタイムの短縮はもち
ろん、患者さんの負担を軽減します。
●パウダーフリーで行えます。
●RealColorTM スキャニングによる高精
度な光学印象をリアルな色調で取得し
ます。
●スキャニング中に歯牙のシェードを自
動で測定することができ、スキャニング
データ上でマウスをクリックすると、そ
の部分のシェードが表示されます。
● 高 精 度 画 像 を 撮 影 す る HD （ High
definition）フォト機能を搭載し、撮影
した画像を 3D スキャニングデータ上
に重ねて表示することができ、さまざま
なシーンで活用できます。
●付属のコミュニケーションツールにて
歯科医院と歯科技工所でのデータ送受
信が簡単、迅速に行えます。
標準価格＝本体一式 6,800,000 円

『 MＩカーバイトバー
コメット H1SEM 』
＜ モモセ歯科商会 ＞

標準価格＝1 本入 980 円
5 本入 4,900 円

松風から発売された多目的洗浄剤“ノイチ
ャージ”は、従来の洗剤のように汚れを化
学変化させて取り除くのではなく、帯電し
た「ナノコロイドイオン」が吸着し、
「帯
電した汚れ」を浮き上がらせて取り除く多
目的洗浄剤です。危険な溶剤を使用してい
ないため、素材にやさしく、様々な場所に
安心して使用できます。また、洗浄後はべ
たつきもなく、スッキリとした洗い上がり
です。
【特徴】
●帯電した汚れに対して「ノイチャージ」
のナノコロイドイオンが吸着し汚れを
取り囲みます。汚れを取り囲んだイオン
と清掃面に吸着したイオンが反発し、汚
れを取り除きます。
●歯科ユニットの合成皮革の汚れ、シンク
まわり、トイレ、洗面台、浴室内、陶器、
ガラス、アルミサッシ、網戸、家電製品
等、様々なところで活用できます。
●水道水で 10 倍希釈し、清掃面にスプレ
ー等で塗布して使用します。
●成分は、ポリ（オキシエチレン）アルキ
ルエーテル、プロパンジオール、水、ビ
ルダー。
標準価格＝250ml 入 2,000 円

日本歯科商社から発売された“オートスピ
ン・モデルシステム”
（レンフェルト社製）
は、石こうの硬化膨張、吸水膨張を補正し、
精密な模型が作成可能な超精密作業模型
作成システムです。石こうの使用量も節約
でき、通常の分割模型の作成時間に比べて
大幅な時間短縮が図れます。
【特徴】
●石こうの使用量が抑えられ時間短縮に
つながります。
●ピンドリルユニットと専用ベスプレー
ト、インプレッションホルダー、レベル
調整ピン、スクリュードライバー、L 型
キー等のシステムで構成されています。
●レンフェルト独自のレベル調整ピンに
より、水平な歯列と正確なピン位置が確
保できます。
●スクリュー固定式のユニバーサルプレ
ートホルダーにより、あらゆるプレート
が使用できます。
標準価格＝本体一式 400,000 円

高性能カーバイドバーに新サイズ追加！
今回ご紹介させて頂く商品は、㈱モモセ歯科商会から発売されている軟象除去用 MI カーバ
イトバー『コメット H1SEM』です。特徴とメリットは、
①スリムネックによる高い視認性。
➁タングステンカーバイド製による高い耐腐食性。
③高いビッカース硬度（1600）と独自のブレードデザインによる高い切削力で、しかも
クロスカットで低振動。
すでにお使いいただいております先生からは、
「フェザータッチでコントロールしやすい
し、時間もかからないよ。
」とご評価頂いております。この度、新サイズが追加されたこと
で更に様々な処置に対応することができるようになりましたので、是非この機会にお試し頂
ければと思います。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。
宮崎店 営業一課 井上 洋祐
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★今週の新刊

『 子どもたちの歯と歯列の成長を守る
メインテナンス術 』
～ゆるやかな指導で結果を出せる精度の高いリスク管理～

歯科保険請求サイドブック

『 正しいカルテ記載 マスターガイド
2018 年改訂対応版 』

小児のメインテナンスにおいて一番重要なのは
“永く通ってくれること”だとし、患者ができな
い部分は、歯科における精度の高いリスク管理で
カバーする「ゆるメンテ」を医院方針としている
筆者。う蝕のない健全な歯列に導くための診査技
術からコミュニケーションまで、そのテクニック
のすべてを解説。明日からの臨床に活かせる実践
書。

巻頭企画にて、平成 30 年 4 月改定で新設され
たカルテへの文書添付等が必要な主な算定項目
をピックアップ。文書等の記載事例とともに、わ
かりやすく解説・提示。また、個別指導に関する
情報、
基本的 9 症例のカルテ記載等の具体的なノ
ウハウは平成 30 年 4 月改定に対応。保険診療
の基礎知識や正確なカルテ記載の習得に役立つ
歯科医師必携の書。

●監著＝須貝 昭弘
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,800 円＋税

●編 ＝湯島保険診療研究会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,700 円＋税
別冊ザ・クインテッセンス

『 日本歯科医学会が選出
医科歯科連携に役立つキーワード 200 』
～歯科医師・歯科衛生士のためのポケットブック～

日本歯科医学会がまとめた
「医科歯科連携に必要
なキーワード・リスト」から特に重要と思われる
約 200 語を選び、解説文に写真やイラスト、参
考資料を加え、1 項目を 1 ページにわかりやす
くまとめた書。
共通言語を学びたい歯科医師と歯
科衛生士に最適な一冊。
●監著＝一戸 達也／石垣 佳希／弘中 祥司
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,500 円＋税

『 PRD YEARBOOK 2018 』
～Zucchelli の CTG ウォールテクニックと
Urban の垂直的歯槽堤増大術～

垂直性骨欠損に対し、Zucchelli が自らの方法を
さらに進化させた歯周組織再生および根面被覆
の変法、Urban による解剖に基づいた垂直的歯
槽堤増大の手順など、
ハイレベルかつ臨床に役立
つ論文をピックアップ。また「チタンメッシュに
よる GBR」など PRD に過去掲載された手技を
国内著名臨床家の手で詳しく紹介。
●主席編集＝岩田建男／山﨑長郎／和泉雄一
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

『 藤本研修会 Standard Textbook 2
Occlusion & Prosthodontics 』

『 インプラントオーバーデンチャーの
アタッチメントベストチョイス 』

世界各国の教育と臨床現場で語り実践されてき
た
「咬合理論の本流」
のエッセンスをそのままに、
特に臨床医に必要性が高い
「理解すべき咬合理論
の整理」と「補綴治療の基本手技」を具体的に解
説した一冊。

各種アタッチメントの特徴や利点、
注意すべき点
や取り付け方などを詳細に解説し、また、それら
に基づいたインプラントの配置やアタッチメン
トの選択を考察した実際の症例を提示。IOD 臨
床を展開するうえで、
“いま最も知りたい勘どこ
ろ”が詰まった一冊。

●監著＝藤本 順平／錦織 淳
●著 ＝佐氏 英介／浜瀬 敬輔／加藤 宙
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝18,000 円＋税

●監修＝前田 芳信
●著 ＝和田 誠大
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝7,000 円＋税

『 書き込むだけで人材が集まる！
歯科医院のための採用マニュアル・ツール集 』

『 2018 年改定対応
歯科訪問診療・体制づくりから保険点数まで 』

求職者の心をつかむ広告、
「適材」を見抜く見学・
採用、入社手続きのポイント、定着へのヒント、
休職・退職トラブル予防法など、採用に結びつく
求人広告作り方から、見学・面接のポイント、定
着のヒントまでを解説した一冊。

訪問診療についての院内体制の整備から、多職
種・患者へのアプローチ、文書・器具類の準備、
トラブル防止と対応まで、
訪問診療の現場の悩み
に応える完全マニュアル書。2018 年の大幅改
定に対応した一冊。

●著 ＝伊藤 祐子
●出版＝日本歯科新聞社
●価格＝5,000 円＋税

●著 ＝前田 実男
●出版＝日本歯科新聞社
●価格＝5,000 円＋税
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