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ルブリナ 2／モリタ
＜歯科用ハンドピース
メンテナンス装置＞

-

モリタから発売された“ルブリナ 2”は、
従来型と比較してメンテナンス時間の低減
や使用オイル量の低減、メンテナンスコス
トの低減など、大幅な時間短縮とコストダ
ウンを実現しました。クリーンエアーブロ
ーシステムにより、クリーンなエアーで残
留水、オイルを徹底的に除去できるため、
ヘッド内の注油効率が高まり、短時間でメ
ンテナンスが行えます。
【特徴】
●1 本のタービンを 20 秒で洗浄・注油（従
来器は 120 秒）します。
●専用のメンテナンスモードの搭載により
効率的な注油が可能で、使用オイル量も
手差しに比べ 1／4 まで低減。
●オイルミストの低減、オイルの確実な供
給、動作時の作動音の低減など、環境性
能がより向上しました。
●ｆ/p design による衛生的で高級感のあ
る洗練されたデザインです。
●オプションのカップリング、スプレーホ
ルダーにより、メーカーの異なるタービ
ン、コントラをメンテナンス可能です。
標準価格＝本体一式 230,000 円

DS ソフトカバーＩP
／日本歯科商社

ロコモ／大榮歯科産業
＜歯科用高圧蒸気洗浄器＞

＜ＩP 用ディスポーザブルカバー＞

日本歯科商社から発売された“DS ソフト
カバーＩP”は、スポンジ部分がイメージ
ングプレート全体を収納するので、患者さ
んの違和感を軽減し、撮影部位にしっかり
と保持することができるＩP 用ディスポー
ザブルカバーです。スポンジ製なので唾液
もしっかり遮断します。

大榮歯科産業より発売のスチームクリー
ナー“ロコモ”の新型が発売されました。
貴流式特殊小型ボイラーにより、安全性に
優れ、誰でも簡単に使用できます。また、
ロコモは電磁弁を使用していないシンプ
ルな設計のため、トラブルが少ない構造で
す。

【特徴】
●イメージングプレート挿入部に柔らか
いスポンジを採用。
●患者さんの痛みや違和感を軽減します。
●スポンジの表面性状により、滑らず撮影
部位をしっかりと保持できます。また、
センサーを上から縦に口腔底方向に押
さえても、スポンジのクッション効果に
より、粘膜面を傷つけません。
●ＩP サイズは、サイズ 2（31×41mm）
以下を推奨。

【特徴】
●飽和水と蒸気の混合体（湿り飽和蒸気）
は、洗浄力も高く、洗浄時間と労力を大
幅に節約でき、小型ながらもスチームの
噴射力は抜群です。
●コンパクト設計で置き場所を選びませ
ん。また水タンクは自由にレイアウトで
き、給水も容易です。
●別売りの壁掛けハンバーと組み合わせ
れば、本体を壁に掛けて使用することが
できます。
●スイッチを低い位置に配置することでロ
コモ内のヒータータンクを密閉させて熱
効率を上げています。
●付属のイオン交換器やハンドピース部
のスケールフィルターなど、スケール対
策も万全です。

標準価格＝100 個入 2,500 円

標準価格＝本体一式 278,000 円

『 エアフローハンディ 3.0Plus 』
＜ モリタ＞

快適にできる患者さんに優しいパウダークリーニング！
今回紹介させていただく商品は㈱モリタから発売されております『エアフローハンディ
3.0Plus』です。
縁上の歯面清掃はもちろん、歯周ポケット内のバイオフィルムまで除去することが可能
です。噴射バランスが一定に保たれ、噴射ポイントをコントロールしやすい 120°コント
ラアングルのため、最後臼歯遠心にもアクセスしやすいハンドピースとなっております。
ご愛用いただいております先生からは、
「タービン回路に接続して使うことができて、セ
ッティングに時間がかからず場所も取らないのでいいね！」とお声をいただいております。
ただいま発売 1 周年記念キャンペーンを行っており、商品説明・デモンストレーションも
大歓迎です。詳しくは弊社担当営業者にお声掛けください。
熊本店 営業三課 伊藤 愛

標準価格＝3.0Plus
3.0

215,000 円
189,000 円
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『 土屋和子の超音波スケーリング 』

『 患者さんが通いたくなる
歯科医院づくりのためのヒント集 』

なぜ SRP をするの？健康な歯肉辺縁のかたち、
パワースケーリングとハンドスケーリング、超音
波スケーラーの選び方、効果的なインスツルメン
テーションのための歯の解剖学、安全で効果的な
チップの使い分け法、五感で覚えるトレーニング
等、超音波スケーラーの理論や活用法を網羅した
一冊。

社会心理学を基礎に日本の歯科医院でのコンサ
ルテーションを行っている歯科衛生士と、日米の
歯科事情に精通したアメリカの歯科大学教授に
よるコラボレーション。患者さんが通いたくなる
歯科医院づくりをさまざまな角度から捉えたバ
ラエティ豊かなヒント集。

★今週の新刊

●著 ＝安川 裕美／押田 良機
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,800 円＋税

●著 ＝土屋 和子
●出版＝生活の医療社
●価格＝2,500 円＋税
『 歯科人類学と近代咬合論
シークエンシャル咬合を基礎とした統括的歯科医療 』
本書は、人類の発生から二足歩行、脳の発育など
といった人類の進化の過程に伴う咬合の変化か
ら生じてきた現代人の顎口腔系機能トラブルの
原因を紐解いた書。
人の発育と適応を考慮した生
理学的な咬合論を確立し、
インプラント治療を含
む全人的な歯科医療を提案した一冊。
●著者＝鈴木 光雄
●出版＝ゼニス出版
●価格＝17,800 円＋税

『 プラークコントロールの臨床 』

「付着しているプラーク落とす」
だけでなく、
「患
者が自分の健康は自分で守る“自律的健康観”の
獲得」
を含むものとして位置づけたプラークコン
トロール。
世界に先駆けて超高齢社会へ突入した
わが国では予防的思考と口腔環境の整備などが
より重要になるのは必至。
「いまさら？」ではな
く、
「いまこそ」プラークコントロールの必要性
がわかる一冊。
●監修＝金子 至
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,500 円＋税

『 明日の予約が埋まらないクリニックが
“お金をかけずに”患者が集まるようになる本 』

『 歯科医院の採用・定着支援ハンドブック 』

現役歯科医師兼歯科医院経営コンサルタントの
著者が、50 の Q&A 方式と 9 つのコラムで“お
金をかけずに”できる集患のコツを教えます。ど
うすれば現在に適合した考え方とノウハウを身
につけられるかを図解やワークも取り入れて具
体的に解説。開業医必読の経営指南書！

50 以上の歯科医院を顧問先にもつ「歯科労務コ
ンサルタント」が、歯科業界の最新事情、人が集
まる募集・採用、働きやすい職場環境・職場定着
の仕掛け、労務管理の改善、評価制度導入等によ
る定着促進等を解説した一冊。

●著 ＝近 義武
●出版＝第一歯科出版
●価格＝5,000 円＋税

●著 ＝牧 伸英
●出版＝日本法令
●価格＝1,800 円＋税

『 食べるまえ 食べるとき 食べたあと 』

『 高齢者歯科の医療事故防止 』

～摂食嚥下障害の現場から～

～適切な対応とは何か～

「安全に食べること」は、
「咀嚼」
「嚥下」だけで
なく、
「認知」
「食べる意欲」
「呼吸状態」
「食形態」
などの複合した要因により成り立っていること
が理解でき、そのための準備や評価、また姿勢な
ど気を付ける方法を学べる一冊。

医療安全に関する最新の知識、
不測の事態が起こ
ったときの具体的対策を掲載し、安全・安心な歯
科診療のために活用できる一冊。

●監修＝熊本摂食嚥下
リハビリテーション研究会
●出版＝医学と看護社
●価格＝2,800 円＋税

●編 ＝羽村 章／安藤 文人
●出版＝口腔保健協会
●価格＝3,800 円＋税

０
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