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トロフィーパン
スープリーム 3D／ヨシダ
＜デジタル式パノラマ・断層撮影
X 線診断装置・アーム型 CT 診断装置＞

MD-520 インプレッション
・インプボウル・ハイゴボックス
イエロー／ヨシダ

リステリン
ウォータリータブレット／松風
＜清涼菓子／タブレット＞

＜印象体用洗浄液・洗浄容器＞

-

ヨシダから発売された“トロフィーパンス
ープリーム 3D”は、豊富な CT 撮影モー
ド（高精細・標準・低線量）とボクセルサ
イズΦ5×5cm～Φ16×17cm（オプシ
ョン）までの 5 種類の領域が撮影可能なデ
ジタル式パノラマ・断層撮影 X 線診断装
置・アーム型 CT 診断装置です。
【特徴】
●スマートオートパッケージを搭載し、直
感的に操作できるタッチパネルが位置
づけや撮影範囲の決定を快適にアシス
トします。また、位置づけした情報の記
録により、次回撮影時に同様の条件を再
現できます。
●画像鮮鋭度をあげながら面積線量（Gy）
をさげることができます。3D ハイパワ
ーモード（120kV 照射）で照射するこ
とにより、歯間ヤインプラント体間歯槽
骨のブラックアウトを軽減できます。
●アキシャルスカウトショットにより、
3D の位置付けは側方からだけでなく、
水平断面の実像でダイレクトに撮影領
域を決定できます。
標準価格＝本体一式 11,800,000 円

『 非切削性 強力スケーラー エディ 』
＜ ジッペラー社 ＞

ヨシダから発売された“MD-520 インプ
レッション・インプボウル・ハイゴボック
スイエロー”は、印象体に使用する専用洗
浄液と専用容器です。印象体を変形・変色
させることなく手軽に洗浄することがで
きます。

松風から発された“リステリンウォータリ
ータブレット”は、タブレットタイプの清
涼菓子です。通常のタブレットにはない、
リステリン独自のテクノロジーにより、噛
んだ瞬間から口腔内が潤い、クリーンミン
ト風味で爽快感が持続します。

【特徴】
●原液で使用するため、希釈する手間がか
かりません。5 分間浸漬し使用します。
●専用容器を使用することで、複数個の印
象体を同時に洗浄できます。
●インプボウル（洗浄容器）は印象体 2 個、
ハイゴボックスイエロー（洗浄箱）は印
象体 6 個を同時に入れることができま
す。
●対象印象材は、シリコン、アルジネート、
寒天、石膏など。

【特徴】
●唾液促進フレーバーを配合。ウォータリ
ーテクノロジーにより噛んだ瞬間から潤
います。
●リステリンのエッセンシャルオイルに
加えて、ブースター配合で一気に爽快感
が広がります。
●リステリン独自の清涼成分（フレーバ
ー）がニオイのもとにアプローチします。
●すっきりクールミント風味で爽快感が
長時間持続します。
●8粒入と16粒入の2種類をラインナッ
プ。

標準価格＝
・インプレッション 2.5L 7,700 円
・インプボウル
5,900 円
・ハイゴボックスイエロー 9,800 円

患者参考価格＝8 粒入
450 円（税別）
16 粒入 780 円（税別）

はやい！届く！根こそぎかきまわす！
今回ご紹介させていただくのは茂久田商会・ジッペラー社のエアーソニック根管洗浄チッ
プ『エディ』です。やわらかポリアミド素材で根管内を削ることなく、パワフルな根管洗浄
が可能です。1 秒間に約 6000 振動することにより、根管側枝も 10 秒で洗浄できます。
根管壁を傷つけないので、レッジを作りません。また、根管洗浄のみならず根管口の明示、
様々な用途に使用可能です。
ご使用いただいている医院様からは、
「根管壁を削る心配がなく、安心してしっかり洗浄
できる上に、コストも良い。
」とのお声をいただいております。是非この機会に弊社営業担
当者へご用命下さいますようお願いいたします。
宮崎店 営業一課 三藤 大翼

標準価格＝28mm／10 個入 15,000 円
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★今週の新刊

『 SAFE Troubleshooting Guide Volume 4
補綴・技工的合併症編 』
～インプラント治療の再介入を防ぐための
欠損補綴設計・長期治療計画～

インプラント治療における補綴・技工的合併症
を、クラウン・ブリッジ、アバットメント、オー
バーデンチャー、咬合、欠損補綴設計・治療計画、
デジタルデンティストリーのトラブルに細分化
し、日々の臨床で起こりがちな 29 症例につい
て解説した一冊。
●監著＝本多 正明／伊藤 雄策／大森 有樹
山脇 将貴／田中 一茂／丸尾勝一郎
一柳 通宣
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,500 円＋税
『 一般歯科の Dr.DH がともに取り組む
矯正歯科治療ガイドブック 』
多くの受講者を集める保田矯正塾主宰・保田好隆
先生と、その薫陶を受けた歯科医師・歯科衛生士
とがタッグを組んだ、一般歯科における矯正歯科
治療の礎となる一冊。矯正歯科治療に、医院みん
なで取り組む、矯正ことはじめのマスト本！
●著 ＝保田 好隆／谷山 隆一郎
谷山 香織／保田 広子
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税

『 困ったぞ！こうなりたくない！
トラブル事例に学ぶ歯科訪問診療 』
29 のトラブル事例を提示し、予防策としての必
要な考え方や取り組み、望ましい事後対応を、実
践的な内容で解説。
いざというときのために＆防
げるはずのトラブルを招かないために、
業務手順
やスタッフ間ルールの見直し等に役立つ一冊。
●著 ＝浅野 倉栄／足立 進／片山 繁樹
柴垣 博一／高田 晴彦／中島 丘
宮本 智行
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,800 円＋税

別冊 QDT

『 Digital Dentistry YEARBOOK 2019 』
CAD/CAM をはじめとするDigital Dentistry の
最新 情報を毎年 アップデー トする 「 Digital
Dentistry YEARBOOK」
。2019 年号では、総
説論文 1 篇、海外論文 2 篇、そして関連 18 社
の協力による製品紹介記事22篇とユーザーレポ
ート 17 篇を掲載。
●監修＝日本デジタル歯科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

『 ここが知りたい 歯科臨床の技とコツ 』
～臨床の基本からデジタルの活用まで
歯科医療の知識と技術をアップデート！～

基本的な臨床手技はもちろん、
ワンランク上の治
療テクニックの習得を目指す先生方の要望に応
えるため、歯内療法、歯周治療、保存修復、クラ
ウン・ブリッジ、有床義歯、咬合誘導、インプラ
ント、
口腔外科の８領域における歯科臨床の技と
コツを凝縮した一冊。
●監修＝上田 秀朗
●編集委員＝中島 稔博／白土 徹
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝7,500 円＋税

『 部分矯正 その臨床応用のすべて 』
部分矯正の各オプションの治療期間や流れの把
握はもちろんのこと、
どんなニーズに応用できる
のか、その際の注意点は何か。臨床医として知っ
ておきたい矯正のテクニック、勘どころを満載。
補綴やインプラントの前処置、咬合誘導、審美治
療など、
臨床のありとあらゆる場面での部分矯正
の活用法がわかる一冊。
●著者＝米澤 大地
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝14,000 円＋税

『 歯科再生医学 』

『 歯周病学用語集 第 3 版 』

歯科再生医学のための顎顔面発生生物学・組織
学、細胞・分子生物学、バイオマテリアル学、そ
して最先端の歯科再生医療まで、歯科再生医学全
般についての知識の整理に役立つ一冊。

教育、研究、論文執筆の際に第一選択となる
1,063 語を収載し、すべての用語にわかりやす
い解説を付与。周病学の専門用語を網羅した学会
編集の用語集（改訂第 3 版）で、歯科英和辞典、
歯科和英辞典としても活用できる一冊。

●編 ＝村上 伸也／網塚 憲生
齋藤 正寛／松本 卓也
●出版＝医歯薬出版
●価格＝15,000 円＋税

●編 ＝特定非営利活動法人
日本歯周病学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,400 円＋税

０
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