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マイクロライト コードレス
バタフライ／マイクロテック

テッテ TE500／サンデンタル

POWACOM／フォレスト・ワン

＜自動手指消毒器＞

＜技工用小型吸引装置＞

サンデンタルから発売された“テッテ
TE500”は、手をかざすとセンサーが感
知して消毒液を自動噴射する自動手指消
毒器です。シンプルで柔らかいフォルム
は、いろんな場所に馴染みやすく、院内の
玄関先や待合室、受付、診療室内等に最適
です。

フォレスト・ワンから発売された
“PAWACOM”は、POWER（吸引力）
と COMPACT（軽量性）を兼ね備えた技
工用小型吸引装置です。本体部重量 3kg
の軽量で、オプションの研磨ボックス部と
本体がセパレートでき、場所を選ばず簡単
に持ち運びして使用できます。ボックス部
は道具を使わず組み立てることができる
ため、訪問診療の際にも便利です。

＜ルーペ用コードレス LED ライト＞

-

驚異の軽さ 23g を実現したルーペ用コー
ドレス LED ライト“マイクロライトコー
ドレスバタフライ”が、マイクロテックよ
り発売されました。センサータッチによる
ON/OFF が可能で、バッテリーはマグネ
ットタイプのワンタッチ交換が可能です。
付属のアタッチメントアダプターにより、
ルーペや眼鏡に装着ができます。
【特徴】
●LED を光源に、25,000Lux の照度で
明瞭な術野を確保します。
●バッテリーは付属で 3 個を標準装備。1
個当たりの使用時間は約 2 時間。充電時
間は 1 時間でフル充電します。
●LED ライトによるレジンの硬化反応を
抑制するオレンジフィルターを標準装
備。

標準価格＝本体一式 98,000 円

『 クリンプロ
歯みがきペースト F1450 』
＜ スリーエム ＞

患者参考価格＝1,280 円（税別）

【特徴】
●手をかざすだけでセンサーが感知して消
毒液を噴射するので、本体に触れること
なく清潔に消毒することができます。
●専用液ではなく、手に入りやすい市販の
液体アルコールタイプの消毒液が利用で
きます。
●スプレー式ノズルの採用で、消毒液が広
範囲に噴射され、均一に消毒することが
できます。
●コンパクトな本体ながら 500ml の大容
量ボトル。また、乾電池式なので置き場
所を選びません。電池残量が少なくなっ
てきたら LED が点灯し、電池交換時期を
お知らせします。
●残量が見やすい透明ボトルなので、消毒
液の補充やお手入れが簡単にできます。
標準価格＝本体 4,900 円

【特徴】
●7段階で吸引力の調整が可能です。
●2種類のフィルタを搭載し、確実に技工
物やにおいをキャッチします。お手入れ
は1次フィルタのごみを捨てるだけで完
了です。
●本体とボックスをジャバラホース（オプ
ション）で接続することも可能です。ま
た、ジャバラホースにはLED付き仕様も
あり、使用用途によって様々なオプショ
ンを選べます。

標準価格＝パワコム本体
ボックス部

80,000 円
30,000 円

業界初！虫歯予防に重要な 3 成分を同時配合した歯みがきペースト！
今回ご案内させて頂きます商品は、業界で初めてう蝕予防に重要な成分である、高濃度フッ素
をカルシウム・リン酸と同時配合することに成功した『クリンプロ歯みがきペースト F1450』
です。
「クリンプロ歯みがきペースト F1450」は、再石灰化を促進する fTCP（カルシウム＋
リン酸）に、高濃度フッ化ナトリウム（1450ppm）を配合した歯みがきペーストで、従来品
の約 2 倍の再石灰化効果を有します。
ご採用頂きました医院様からは、
「ペーストはクリーム状で滑らかで心地よく、香りも強すぎ
ず長時間のブラッシングに向いていると思います。そして、なんと言ってもブラッシング後のツ
ルツル感が違います。とにかくオススメです！」とのお言葉を頂いております。
また、殺菌剤 CPC と IPMP により歯肉炎を予防し、グリチルリチン酸ジカリウムが歯槽膿漏を
予防します。シトラスミントとソフトミントの 2 つのフレーバーをラインナップしております。
※フッ化物高濃度配合品(1450ppmF)につき 6 歳未満のお子様に対しては従来品の「クリンプ
ロ歯みがきペースト」をご使用下さい。
大分店 営業課 渡辺 稔之
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★今週の新刊

患者さんを「クレーマー」にしないための

『 インプラント治療の説明書と同意書の作り方 』

『 下野先生に聞いてみた【2】 』
～エンドの疑問に答える、指針がわかる～

適切な時期に患者の理解と納得ができる説明、す
なわちインフォームド・コンセントがなされれば
トラブルを防げる可能性は高い。そのインフォー
ムド・コンセントの意義を整理し、インプラント
治療における 7 つの説明書・同意書を紹介。クレ
ーム防止につながる書類作成ポイントを弁護士
と歯科医師が詳説した一冊。

スタディグループなどから寄せられた「臨床的疑
問」に、基礎から答える好評の第 2 弾！「根管形
成と根管充填がアンダーまたはオーバーのとき
には、その後の治癒はどうなりますか？」
「感染
根管内に残存した細菌は、免疫の機能によって駆
除されますか？」など、エンドなどの 56 の臨床
の問いに答え、新情報についても解説した一冊。

●著 ＝宗像 雄／宗像 源博
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税

●著 ＝下野 正基
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,800 円＋税
別冊 QDＩ

むし歯・歯周病・歯のみがきかた その常識、ホントにほんと？

『 最新インプラント補綴～デジタルとアナログの融合～ 』

『 歯科の伝説検証ファイル！ 』

～オッセオインテグレイション・スタディクラブ
・オブ・ジャパン 17th ミーティング抄録集～

すぐれた臨床家・研究者・教育者として著名な 4
人のプロフェッサーが、
「なにが正しくなにが間
違っているか」を、エビデンスをもとに検証し、
わかりやすく解説。
いま望みうるベストメンバー
が贈る、
患者さんが読んで楽しい待合室用書籍と
して、
また患者説明用バイブルとして歯科医院必
携の一冊。
●著 ＝伊藤 公一／田上 順次
桃井 保子／八重垣 健
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,800 円＋税
『 歯科専門税理士が教える 年商 1 億円医院の設計図 』
～お金が残る歯科医院を作る法則、教えます。～

2018 年 7 月に開催された、OJ 年次ミーティ
ングの抄録集。2 つのシンポジウムおよび教育
講演を掲載し、
新進気鋭の歯科医師による会員発
表 6 編、政界にコンテストの講演 4 編も収録。
●監修＝三好 敬三
●編集＝寺本 昌司／岩田 光弘／小川 洋一
勝山 英明／高井 康博／中川 雅裕
松井 徳雄
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,800 円＋税
『 院内ニンゲンカンケイのおなやみ Q＆A 』
～院長&スタッフがおたがいに
分かり合えるためのガイドブック～

なぜ年商 1 億円を目指すべきなのかを述べ、な
かなか達成できない要因を分析。
その打開策を年
商 1 億円医院の経営数値や共通項を参照しつつ
詳説。また、青色申告決算書を用いた「設計図」
の作成方法を解説し、
投資戦略における次の一手
を示す。歯科医院が最短で年商 1 億円を達成す
るための必読書。

診療に追われる歯科医師や歯科衛生士らが、
日頃
から十分にコミュニケーションをとるのは意外
と難しいもの。その解決策として 1 つの共通テ
ーマに対し、院長・スタッフそれぞれの考えを解
説。差し詰め“院内の橋渡し”の役割を果たしま
す。
院内の人間関係がスムーズになるヒントが盛
りだくさんの一冊。

●著 ＝山下 剛史
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,600 円＋税

●著 ＝中原 三枝
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,400 円＋税

『 歯科の個別指導・監査
・医道審議会の行政処分への対応法 』

『 義経はやなぎの薬効を知っていた 』

個別指導とはどういうものか？個別指導の持参
物の準備のポイントやその内容、監査の実施通知
書、監査への移行のプロセスとは、弁明の聴取へ
の対応方法など、弁護士と歯科医による対話形式
で読める行政対応のノウハウがわかる一冊。

非業の死を遂げた源義経が歯をみがいたという、
やなぎの小枝の命が現代まで続いている。そのや
なぎに出会った著者が、想いを巡ら論考。
“義経
が残したやなぎ”から歴史を旅する一冊。

●著 ＝鈴木 陽介
●出版＝インターアクション
●価格＝4,800 円＋税

～歯扶柳と歯木～

●著 ＝福田 道男
●出版＝医学情報社
●価格＝1,400 円＋税

０
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