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KN リングライト
／インプラテックス

アルティバイト／ヨシダ
＜咬合採得用シリコーン印象材＞

ヴィンテージ アート
ユニバーサル／松風

＜口腔内カメラ用 LED リングライト＞

＜歯科セラミック用着色材料＞

-

インプラテックスから発売された“KN リ
ングラント”は、電球のパイオニアである
細渕電球社によって口腔内の撮影に特化
した設計された口腔内カメラ用 LED リン
グライトです。小口径のリングライトが口
腔内撮影に十分な光量を届け、鮮明な口腔
内画像を提供します。
【特徴】
●20 個の LED を並べ、輝度は 20,000lx
以上。光源の色温度は約 5,500K。口腔
内の形状を考慮した照度分布特性を有し
ます。
●近接撮影（焦点 100～300mm）に必要
十分な高い照度で早いシャッタースピー
ド、十分な絞り、低 ISO 感度での高画質
撮影が可能です。
●お手持ちの対応カメラで口腔内を近接撮
影が可能です。37mm 用と 40.5mm 用
をラインナップ。
標準価格＝37mm 用
40.5mm 用

79,800 円
84,800 円

ヨシダから発売された“アルティバイト”
（Bausch 社製）は、ショア A 硬度 90
で、トリミング作業に最適な硬さと弾力性
を備えた咬合採得用シリコーン印象材で
す。咬合面の状態や接触点に近い部分まで
見やすいダークブルー色で、口腔内でも見
分けやすく、全体の咬合バランスを確認し
たい場合に有用です。
【特徴】
●流動性の良いペーストで、歯面の狙った
部位へ盛りやすく、余裕をもって操作が
行えます。
●30 秒という短い口腔内保持時間で採得
中のズレが生じにくく、正確な咬合採得
が可能です。
●収縮率－0.1%以下の寸法変化が維持で
きるため、咬合面の再現性が高く、採得
したバイトの長期間の保管に向いてい
ます。
●50ml カートリッジ入り。

標準価格＝1 本入
4 本入

2,000 円
7,600 円

2018 年 10 月に発売された「ヴィンテー
ジ アート ユニバーサル」に、新たに発色
性にすぐれたパウダータイプのカラース
テインと、専用練和液として“山本リキッ
ド”が追加発売されました。インナー、ア
ウター両方で、二ケイ酸リチウムやジルコ
ニアなどの歯科セラミックス材料に使用
でき、また、新規練和液「山本リキッド」
は、ステイン材の基材ガラスと屈折率が同
じ設計の液材のため、技工作業時に仕上が
りの色調をイメージすることが可能です。
【特徴】
●操作性の幅を広げるパウダータイプで
す。臨床用途に応じた粘膜調整が可能で、
ステインの発色を薄めたいときには、グ
レーズ（GP：蛍光性無し）を追加して
薄めることが可能です。
●グレーズは薄い塗布層でも光沢が得ら
れ、クラウンの表徴を溶かしたまま表面
を滑沢に仕上げることが可能です。
また、
ステインは高発色であり、ステイニング
で表現できる幅が拡大しました。
●新規練和液「山本リキッド」を使用する
ことで、ステインの塗布作業時に仕上が
り（焼成後）の色調をあらかじめ確認す
ることができます。
標準価格＝
ベーシックカラーセット 49,000 円
山本リキッド（50ml）
8,000 円

『 ジーセム ONE ネオ 』
＜ ジーシー ＞

標準価格＝1 セット 6,000 円
バリューパック（3 カートリッジ入）
16,200 円

毎日使えるジーセム ONE ネオ！
今回ご紹介させて頂く商品は、株式会社ジーシーで 1 月 21 日から発売されております
『ジーセム ONE ネオ』です。スムーズなセット作業と使いやすさへのこだわりで生まれた
歯科接着用レジンセメント商品になります。CD（カートリッジデリバリーシステム）の採
用により軽量・経済的な採取が行え、なめらかで軽い練和感があり、幅広いニーズにお応え
できる全 4 色の色調、流動性を抑えた操作しやすいペースト性状という特徴をもつ商品に
なります。
メタルの修復物においてはジーセム ONE ネオのみで強固に接着し、それ以外のさまざま
な症例で強固な接着を必要とする場合はプライマーを併用することですべての修復物に使
用することが出来ます。1 月 21 日から発売記念キャンペーンを行っておりますので是非と
もこの機会にお試し下さい。
福岡店 営業一課 原 史子
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★今週の新刊

『 保険のエンドを極める 』

別冊ザ・クインテッセンス

～専門医が贈る GP のためのベーシックテクニック～

『 YEARBOOK2019 歯周組織再生療法のすべて 』

エンド専門医である筆者が保険診療を念頭に一
般開業医が手掛けるベーシックな内容に絞って、
押さえておくべきポイントやテクニックを写真
やイラストを交えてわかりやすく解説。取り上げ
た症例は、実際に保険診療で行われた、よく目に
するような 16 ケースを選定し、また、根管治療
に関する 30 の質問に答える Q&A も掲載。効率
的かつ質の高い治療技能の習得に役立つ必携の
一冊。

「歯の保存」志向が高まるなか、歯周組織再生療
法に特化した初の別冊。自家骨移植から GTR、
GBR、PRP、エムドゲイン、リグロスを用いた
症例まで、治療の実際が多数掲載され、ビギナー
もベテランも明日の臨床に役立つヒントが満載。

●編著＝牛窪 敏博
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税
別冊 歯科衛生士

『 歯ブラシ処方箋Ⓡ歯ブラシ編 』
～「患者さんのために選んだ 1 本」をプリントして渡せる～

現代に則したブラッシング方法、
歯ブラシの選び
方、その指導方法について詳細に検討した上、プ
ラークコントロールを大きく左右する、歯ブラ
シ・電動歯ブラシ・歯間清掃具等、歯科取扱品
350 点以上の最新データを収載。また、製品写
真や指導内容などを記した「歯ブラシ処方箋」を
実際にプリントできる処方支援オンラインサー
ビスを付帯（読者限定）
。

●著＝伊藤公一／藍 浩之／岩野義弘／大月基弘
小野晴彦／菊池康司／工藤 求／小延裕之
笹田雄也／佐藤憲治／佐藤博久／高山真一
竹内公生／塚原宏泰／中田光太郎
芳賀 剛／弘岡秀明／船越栄次／山口文誉
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税
『 ライフステージに合わせた
口腔機能への対応 MFT アップデート 』
小児から高齢者まで MFT（口腔筋機能療法）活
用のヒントを Q＆A 形式でわかりやすく紹介。
また「MFT ではどのように筋肉が動いているの
か？」
「MFT を行ううえで知っておきたい摂食
嚥下の知識」などを専門家の視点から徹底解説。
MFT臨床を今より一歩ステップアップさせるた
めの臨床家必携の一冊。
●編著＝大野 粛英／山口 秀晴／嘉ノ海龍三
高橋 治／橋本 律子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,800 円＋税

●監修＝金子 至
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,500 円＋税
『 かかりつけ歯科医機能アップでめざす最強経営 』
～患者に選ばれる歯科医院～

地域包括ケアシステムに自らの歯科医院をどう
位置づけ、機能分化を実現し、地域のニーズに合
った歯科医院へ方向転換していくためのポイン
トをわかりやすく解説した一冊。
●著 ＝梅村 長生／小塩 裕／牧野 真也
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,000 円＋税

『 日本歯科医学会学術用語集 第 2 版 』
総用語数約2万5,000語を掲載！日本歯科医学
会分科会、さらには関連学会、関連機関の協力の
もと、わが国歯科用語のほとんどすべてを網羅。
共用試験、国家試験用語なども収載し、最新の用
語にも対応した一冊。
●編 ＝日本歯科医学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝10,000 円＋税

デンタルダイヤモンド別冊

『 歯科医院改装メソッド 』

『 お口だって老化するんです 』

～理想的な診療空間実現のためのブレイクスルー～

デザイナーである著者が、数多くの歯科医院の新
規開業や改装を手がけるなかで遭遇した、歯科医
師に共通する悩みや課題を実例とともに振り返
り、そこから得た知見を体系的にまとめた、改装
を成功させるための基本と極意が詰まった書。改
装事例も満載で、
“そろそろ改装しようかな？”
という先生方に非常に参考になる一冊。

前半は待合室の患者さん向けに、普段の食事や会
話中に現れる口腔機能が低下した状態をユーモ
ア溢れる絵とフレーズで表現し、そのあとに
Q&A によるわかりやすい情報を掲載。また、後
半は歯科医療従事者向けに、検査と評価のポイン
ト、予防や機能回復で大切なことを解説した一
冊。

●著 ＝雨谷 祐之
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,200 円＋税

●監修＝櫻井 薫／上田 貴之
●絵 ＝ありま三なこ
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,000 円＋税

０
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