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アレグラ 500 キセノン／ヨシダ

エアフロー ワン／松風

＜歯科用マイクロスコープ＞

＜電動式歯面清掃用装置＞

ソニッケアー ダイヤモンド
クリーンスマート
プロフェッショナル／モリタ
＜音波ブラシ＞

-

従来の「アレグラ 500」シリーズの機能
を継承し、新たな光源としてキセノンライ
トを採用した“アレグラ 500 キセノン”
がヨシダから発売されました。キセノンラ
イトの採用により、光が届きにくい根管内
も明るく照らします。
【特徴】
●手元スイッチで様々な操作が可能なの
で、接眼レンズから視線を外さず治療に
集中できます。
●高精密なアポクロマートレンズを搭載
し、色収差（色ズレ）が少ないレンズな
ので、低倍率から高倍率までより鮮明な
術野を視認できます。
●鏡筒の可動範囲が広いので、前後左右に
動かしてもレンズを正面から覗くこと
が可能です。ミラーテクニックは最小限
で、口腔内を直視することができます。
●光源：キセノン 1 灯×300Ｗ、作業距
離（対物レンズ）
：200～450mm（電
動フォーカス）
、倍率：1.6～16.8 倍（電
動ズーム）
。
標準価格＝本体一式

1.0,950,000 円

『 デジテストⅡ 』
＜ モリタ ＞

松風から発売された“エアフローワン”は、
縁上の歯面清掃と歯周ポケットのメイン
テナンスを 1 台で行うことができる歯面
清掃用装置です。ペリオフローハンドピー
スとペリオフローノズルを使用すること
で、歯周ポケットに直接アプローチでき、
予防処置の枠が広がります。また、専用パ
ウダーを使用することで歯面にマイルド
で患者様に快適なメインテナンスを提供
することができます。
【特徴】
●エアフローはボトルまたは外部から水
供給をすることができます。
●専用の洗浄液で液回路を清潔に保ち、感
染・汚染のリスクを低減します。
●歯肉縁上・縁下に使用するプラスパウダ
ーチャンバーでは、歯肉縁上専用のクラ
シックパウダーチャンバーと比べて、圧
力を下げる構造になっています。
●操作面にフラットなタッチパネルを採
用し、指のスライド操作でエアフローの
エアー圧調整が簡単に行えます。
標準価格＝本体一式 850,000 円

フィリップス社製ソニッケアーの最上位
機種として“ソニッケアーダイヤモンドク
リーンスマートプロフェッショナル”がモ
リタから発売されました。5 種類のブラッ
シングモードと 3 段階の強さ設定の組合
せによる多くの機能を搭載した最上位シ
リーズです。
【特徴】
●Bluetooth 対応機能を搭載し、ブラシと
アプリが連動し、スマホ等で磨き方をチ
ェックすることが可能です。
●ブラシヘッドに内蔵されたマイクロチ
ップがハンドルと連携し、自動的に最適
なモードと強さを設定します。
●押し付けすぎを振動と光で伝える過圧
防止センサーを内蔵。
●ブラシヘッドの交換タイミングをお知
らせする機能を搭載。
●海外でも使えるマルチ電圧対応です。
患者参考価格＝
本体一式 28,800 円（税別）

簡単操作で正確な歯髄診断の決定版！
今回ご紹介させていただきます商品は、㈱モリタより発売されております電気歯髄診断器『デジ
テストⅡ』です。この商品の特徴としましては、①ボタンを押すと徐々に電気刺激が強くなるオー
トタイプで、ボタンを離すと電流と数値の上昇が止まるという簡単な操作。②急激な痛みを与える
ことなく疼痛の反応を確認できる。③コンパクトな 140g の軽量ボディーである。④対極クリッ
プを使用することで、グローブを着用したまま正確な診断が可能。⑤数値の確認がしやすいデジタ
ルディスプレイである。⑥安価であること。などが挙げられます。
現在ご使用いただいている医院様からは、
「簡単な操作でスムーズに診断ができるので、とても
重宝しています。
」とのお声をいただいております。診断精度が高く、歯髄に損傷を与えないデジ
テストⅡを是非検討して頂ければと思います。デモ品等の用意もございますので、詳細は弊社の営
業担当までお問合せください。

標準価格＝本体一式 59,400 円

久留米店 営業二課 橋本 賢志
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『 すれ違い咬合 』

★今週の新刊

～パーシャルデンチャー難症例の攻略～

インプラントを含めた義歯の動揺（回転変位）を
抑制するための考え方と実際の臨床術式を提示
した、最新の「すれ違い咬合対策」をまとめた一
冊。すれ違い咬合症例だけでなく、パーシャルデ
ンチャーによる欠損補綴全般の臨床に役立つ実
践書。

『 エンドの基本 』
炎症・免疫などの基礎的な内容から、エンド治療
の術式までを網羅し、CBCT、NiTi ファイルや
マイクロスコープなどの最新トピックも盛り込
み、現在のエンド治療の基本をこの一冊で把握で
きる歯科医師のための必携書。
●編著＝吉岡 隆知
●出版＝医歯薬出版
●価格＝16,000 円＋税

●監修＝大久保 力廣
●編集＝高山 慈子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝12,000 円＋税
『 失敗しない歯周組織再生治療 』
現在の歯周組織再生治療におけるマテリアル、
デ
バイス、スキルから、それらを用いる際に重要と
なるエビデンスを網羅し、また、豊富な臨床例と
ともに最新のマテリアルであるリグロス®、
MIST や M-MIST などの最小限の外科的アプロ
ーチ法、レーザーを用いた Er-LBRT など新た
なマテリアルやスキルについても詳しく解説。

『 全部床義歯臨床のビブリオグラフィー 』
～時代を映した材料・手技・コンセプトに見る教育・臨床の変遷～

世界的に最も広く読まれている成書『バウチャー
無歯顎患者の補綴治療』を分析することで見えて
きた総義歯臨床の過去と未来。｢全部床義歯臨床
の歴史｣そのものと言えるテキストから、総義歯
臨床の材料や手技、コンセプトの変遷を徹底分析
した一冊。
●著 ＝松田 謙一
●監修＝前田 芳信
●出版＝医歯薬出版
●価格＝16,000 円＋税

●編著＝和泉 雄一／二階堂 雅彦
清水 宏康／秋月 達也
●出版＝医歯薬出版
●価格＝14,000 円＋税

『 子どもの歯と口の保健ガイド 第 2 版 』
『 心をつなぐコミュニケーション 』
～歯科医院あるある お悩み解決ヒント集～

日常臨床に携わる歯科医師であり、
数多くのコミ
ュニケーションのセミナーで講師を務める著者
が、納得の具体例をもとに、わかりやすく・実践
的に「コミュニケーション上達のポイント」を紹
介。
相手のことを理解するチカラ！伝える技術！
歯科医院で働く人に求められるコミュニケーシ
ョンの基本が身に付く一冊。
●著 ＝柴原 由美子
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝2,800 円＋税

～チャイルドヘルスプロフェッショナルが
協議でまとめた 8 つの歯の常識～

子どもの専門家が 5 年の歳月をかけ協働して作
成した歯の常識、
小児保健の現場で役立つチャイ
ルドヘルスプロフェッショナルのバイブル、
必携
書。小児科・小児歯科・心理・栄養のプロがまと
めた子どもの歯と口の健康ガイド本。
●編集＝小児科と小児歯科の保健検討委員会
●出版＝日本小児医事出版社
●価格＝2,000 円＋税

『 オーストラリアにおける水道水フロリデーション 』

～知ってびっくり！歯のひみつがわかる絵本～

～公共政策としての推奨声明と科学的根拠～

『 じょうずな歯みがき 』

2017 年に国内最高権威機関・国立保健医学研
究会議（NHMRC）が発表した、水道水フロリデ
ーションとヒトの健康に関する公式声明ならび
に 46 の Q&A、また、0～8 歳児を対象とした
フッ化物適正摂取量と許容上限摂取量の最新基
準など、オーストラリアの水道水フロリデーショ
ンを余すことなく紹介した一冊。
●編 ＝NPO 法人 日本フッ化物むし歯
●出版＝口腔保健協会
●価格＝1,200 円＋税

グーでにぎって、ゴシゴシやってもむし歯さんが
いっぱいいるプラークはとれません。歯ブラシを
えんぴつのようにもつことと、コチョチョコチョ
と動かすことで、きれいにみがけることを紹介。
歯に関する正しい知識がよくわかる絵本。
●文 ＝楠 章子
●絵 ＝ながおかえつこ
●出版＝くもん出版
●価格＝1,500 円＋税
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