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クリスタルホワイト
／デントレード

STB-360do ベビープラス
／サンデンタル

コエックス T3 & T5 スキャナー
／ヨシダ

＜ホワイトニング照射器＞

＜安全プレート付き歯ブラシ＞

＜CAD/CAM 用スキャナー＞

-

デントレードから発売された“クリスタル
ホワイト”は、従来型より波長域を見直し、
照射効率をさらにアップしたホワイトニ
ング照射器です。軽量コンパクトで、院内
の移動・収納も簡単にできます。
【特徴】
●角度を自在に調節できる照射部ヘッドと
伸縮式のポールを採用しており、施術部
位へ確実にアプローチできます。
●照射部ヘッドに液晶パネル及び操作ボタ
ンを集約。照射部の口腔へのセットから
照射時間の設定、照射開始までスムーズ
な操作が可能です。
●照射部ヘッドにバッテリーを内蔵し、診
療中は邪魔な電源コードは必要ありませ
ん。重量は 1.3kg、折り畳んだ時の大き
さは 73cm×15cm と軽くコンパクト。
診療中の移動もスムーズにできますし、
また診療後の片付け収納も置き場所を選
びません。
標準価格＝本体一式 230,000 円
（本体・充電用電源コード）

お子様の喉つきを防ぐ安全プレート付き
の歯ブラシ“STB-360do ベビープラス”
がサンデンタルから発売されました。安全
プレート付きなのでひとりで磨けて安心。
また安全プレートを外すことで、仕上げ磨
きもできます。
【特徴】
●360 度毛を採用しているため、歯の凹
凸や隙間に届きやすく、磨き心地が向上
します。また、0.08mm の極細毛によ
り、歯ぐきに優しくあたります。
●手首を返さずに、どの角度でも歯にフィ
ットするので、お子様でも簡単に磨くこ
とができます。
●10000 本以上のブラシ毛数だから歯垢
除去が抜群です。
●金属を使用していないので薬液消毒が
可能です。
●イエロとホワイトの 2 色をラインナッ
プ。
●対象年齢：乳児～3 歳頃まで。
患者参考価格＝1 本 460 円（税別）

200 万画素の高性能カメラと Blue LED
ライトスキャニング技術で高精度・高速ス
キャンを実現するスキャナー“コエックス
T3 & T5 スキャナー”がヨシダから発売
されました。7μm の細部まで精密に再現
できる高性能スキャナーで、マルチダイジ
グを使用することで、T5 スキャナーの場
合、フルアーチは 12 秒、8 個の支台歯模
型も 19 秒以内でスキャンが可能です。作
業時間を短縮し効率化を図れます。
【特徴】
●スキャンが難しい部分も細部まで精密
に再現することで、適合の良い修復物を
作製できます。
●3 軸印象スキャン方式により、あらゆる
角度から細部まで印象体をスキャンで
きます。上下顎印象体のスキャンも一度
で完了します。
●カラーテクスチャースキャンにより、形
状だけでなく、模型の色や記載された文
字・線などをカラーで再現します。デザ
イン時にマージンラインの設定や設計
が容易になります。
●タッチセンサーを搭載し、キーボードや
マウスを使用せずにスキャンを開始す
ることができます。
標準価格＝T3 スキャナー1,680,000 円
T5 スキャナー2,580,000 円

『 エンゼルクリーンポリマー 』
＜ 大榮歯科産業 ＞

ドロドロに汚れるシンク下の掃除から解放されましょう！
今回ご紹介させて頂く商品は、大榮歯科産業㈱から発売されている『エンゼルクリーン
ポリマー』です。
特徴としましては、吸水性ポリマーが石膏泥の水分をグングン吸い取って、おから状に
変身させます。一度吸い取った水分は逃がしません。固まった石膏泥は石膏トラップから
簡単に取り出すことができます。また、しっかり締まるキャップ付きアルミ容器入りで、
余ったクリーンポリマーは次回の清掃時まで保管しておくことができます。本製品は、固
まると団子状にしても崩れないハイレベルな高吸水性ポリマーを使用しています。
医院様の年末の大掃除にご使用してみてはいかがでしょうか。是非この機会に弊社担当
営業者までお尋ね下さい。
鹿児島店 営業二課 川畑 政博

標準価格＝400g 入 2,400 円
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★今週の新刊

『 THE BICON SHORT INPLANT 』
～30 年の軌跡、今後の展望～

1985 年以来、独自のデザインにより歯科界に
革新をもたらしてきたバイコンショートインプ
ラント。本書はその科学的背景をはじめ、部位ご
との埋入の手技や同インプラントシステムでこ
そ治療可能な症例などを、豊富な画像や図解とと
もに詳説。バイコンショートインプラントを臨床
に取り入れる際に必携の一冊。
●監修＝Vincent J.Morgan
●監訳＝平山 宗如／大廣 洋一／小方 頼昌
齊藤 成彦／中村 昇司／南里篤太郎
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝21,000 円＋税
『 驚くほど臨床が変わる！
こだわりのペリオサブノート 』
研修を通じて特に歯周治療、
歯周外科治療の技術
向上に努める学術団体JIADSの瀧野裕行先生と
５人の有志“こだわりペリオファイブ”による一
冊。医院マネジメントから歯周外科、硬・軟組織
のマネジメント、
インプラントから審美形成外科
まで幅広く網羅し、
文字どおりチェアサイドのサ
ブノートとして活用できる書。
●監著＝瀧野 裕行
●著 ＝岩田 光弘／小野 晴彦／大川 敏生
金子 潤平／平山 富興
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝10,000 円＋税
別冊ザ・クインテッセンス

『 臨床家のための矯正 YEARBOOK 2018 』
～成人の開咬を考える～

『 新版 4-D コンセプト インプラントセラピー 』
～審美性と機能性獲得に必要な組織保存と
再建のテクニックとそのタイミング～

4 か国語に翻訳された前著から 10 年。新版とな
る本書は、長期症例を提示しながら当時のインプ
ラント治療に検証を加え、多くの文献や症例とと
もに抜歯即時埋入から歯槽堤保存、注目の
Socket Shield Technique をはじめとする
Partial Extraction Therapy、GBR、ソフトテ
ィッシュマネジメントのテクニック、矯正治療と
の連携、無歯顎患者への Computer Guided
Surgery までを網羅した一冊。
●著 ＝石川 知弘／船登 彰芳
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝18,000 円＋税
『 図解！遅延型吸収性膜を用いた 安全安心 GBR 』
インプラント治療において欠かすことのできな
いオプションの１つである歯槽堤増大術。
なかで
も本書では骨誘導再生療法（GBR）に特化し、
GBRを安全安心に行うための理論と実践につい
て、
主に遅延型吸収性膜を用いた手法を中心に多
数の写真・イラストで解説。長期症例を掲載。予
知性と longevity のある GBR のためのノウハウ
が満載の一冊。
●著 ＝佐々木 猛
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税

HYORON ブックレット

『 おさえておきたい義歯のリラインのコツ 』

2018 年の特集は、治療の難易度が高いといわ
れる「成人の開咬」を３部構成でまとめ、総論で
は成人の開咬の原因と治療法の概要を解説。ま
た、
９スタディグループが成人の開咬症例にアプ
ローチした方法の提示、各社製品の特長や臨床
例、国内学会抄録、海外論文等情報満載の書。

顎堤が吸収するメカニズムをはじめ、
各種リラン
材の特徴と使い分け、
硬質材による直接法リライ
ン、軟質材による間接法リライン、そしてリライ
ン後の義歯の研磨のコツなど、
適切に対応するた
めに必要な知識と技術についてわかりやすく解
説した一冊。

●編 ＝クインテッセンス出版
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税

●著 ＝相澤 正之／秋葉 徳寿／野澤 康二
原 哲也／水口 俊介／山崎 史晃
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝4,200 円＋税

月刊デンタルハイジーン別冊

『 やさしくわかる！感染対応実践ガイド 』
感染対策の最新で、
最良のエビデンスをわかりや
すく解説した感染対策ガイドブック。洗浄・消
毒・滅菌・手指衛生・個人防護具・ユニット周り
の清拭とバリアテクニック等、
必要な知識とテク
ニックが多数のイラスト・写真でまるわかりの一
冊。
●監修＝白砂 兼光
●編 ＝吉岡 秀郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,300 円＋税
０

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

『 Clinical Question でわかる
エビデンスに基づいた周術期口腔機能管理 』
周術期口腔機能管理の基本から、
現時点での最新
知見を紹介し、
臨床現場で抱える疑問を Q&A 形
式で解説。
周術期における最適な口腔管理方法を
行うために役立つ一冊。
●編著＝梅田 正博
五月女さき子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,800 円＋税
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