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LUVＩS 天吊りダブル
・ビルトインカメラ仕様／ヨシダ

-

S-MAX M シリーズ／ナカニシ
＜歯科用エアータービン＞

TMR-MTA セメント ミエール
／YAMAKＩN

＜LED 手術灯＞

＜歯科用覆髄材＞

ヨシダから発売の「LUVIS LED 手術灯」
に新たに“天吊りダブル・ビルトインカメ
ラ仕様”がランナップになり、様々なニー
ズに対応でき、より快適な手術環境を提供
します。

YAMAKIN から発売された歯科用覆髄材
“TMR-MTA セメントミエール”は、
MTA セメントをもっと手軽に、もっと幅
広く使えるよう製品設計し、従来品からの
X 線造影性を強化することでレントゲンや
CT で観察しやくなりました。

【特徴】
●ハイブリッドLED 光学システムにより、
より低い熱放射に直結する省エネルギ
ー性能を実現しました。エネルギーや熱
の消費が少ないにもかかわらず、色温度
調整や焦点サイズなど、さまざまな機能
を可能にしています。
●750nm 以上の赤外線を出さないよう
に設計された LUVIS 手術灯では、患者
の頭部付近の上昇を抑えます。また、患
部の乾燥を防ぐことができるので、より
快適な手術環境を提供します。
●S200、M200、M210、L200 等の
タイプをダブル灯として組合せて 6 種
類をラインナップ。

標準価格＝本体一式 1,150,000 円
～3,550,000 円
ビルトインカメラ1,200,000 円

『 e バイト 3 』
＜ ニッシン ＞

ナカニシから発売された“S-MAX M シリ
ーズ”は、給排気をつかさどる新開発の
「3X-Power System」により、エアーを
効率よく出力に変換でき、従来の 20W か
ら 26W への大幅なパワーアップを実現さ
せた歯科用エアータービンです。優れた操
作感とより繊細な施術を可能にする切削
感が得られます。
【特徴】
●ノズル構造を最適化し、整った空気の流
れを生み出し、空気のロスを低減。空気
の力を高効率で回転力に変換します。
●空気を受ける面積が従来比 100%アッ
プ（2 倍）し、広いパケット面で無駄な
く空気を受けて高トルクを実現します。
●拡大した排気溝でパケットが受けたエア
ーを速やかに排気。スムーズな排気によ
り、低回転速度域のトルクが向上します。
●ボディーの素材にはサビに強く頑丈なス
テンレスを採用し、手に馴染む梨地仕上
げです。
●3 ステップで簡単に交換可能なカートリ
ッジを採用。
標準価格＝ライト付 103,000 円
ライト無
78,000 円

【特徴】
●ジルコニア量を増加させ最適化するこ
とで、X 線造影性が当社従来品より
60%向上。レントゲンや CT による観
察が容易になりました。
●X 線造影剤には、歯科材料や人工関節な
ど、生体に広い使用実績のあるジルコニ
アを使用。化学的に安定なため変色が起
こりにくい素材です。
●ジルコニア微粒子と球状シリカ粒子の
ベアリング効果により、
流動性が向上し、
短時間の練和で均一なペースト状になり
ます。
●少ない水の量で練和できるため、硬化が
速く水分率が 20%の場合、初期硬化が
15 分～30 分で完了します。また、硬化
が速いため、練和 1 日後から高い圧縮強
さ（約 90MPa）を実現します。さらに
1 週間後 140MPa まで上昇し、グラス
アイオノマーセメントに匹敵する圧縮強
さが得られます。
●ホワイトとライトアイボリーの 2 色。
標準価格＝マイクロチューブ入
（0.2g×3）3,600 円
3g ビン入
7,500 円
10g ビン入
15,000 円

充電式コードレス LED 照明器！
今回ご紹介させていただく商品は、(株)ニッシンから販売されております充電式コードレ
ス LED 照明器「e バイト３」です。
特徴と致しましては、
①クリップ式になっており、お手持ちのメガネやゴーグルに取付可能。
②照射角度が上に 15 度、下に 30 度調節が可能。
③バッテリーは 1 時間でフル充電でき最長 3 時間半の連続使用が可能。
④コードレス LED 照明器は 10 万円前後の物が主流の中、3 万円を切る低価格。
ご使用いただいている先生からは、
「訪問診療や検診で重宝している。今までは片手で
ライトを持って片手かふさがっていたが、両手が空くので助かっている。
」とのお言葉を
いただいております。もちろん診療室でもお使いいただけますので、ぜひご検討ください。
長崎店 営業一課 山田 茂春

標準価格＝本体一式 29,800 円
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★今週の新刊

『 患者さんに伝えたい
摂食嚥下のアドバイス 55 のポイント 』

Welcome to Dental Office デンタルオフィスコンシェルジュ

『 歯科医院の受付は賢く・優しく・美しく 』
～患者様を迎えるあなたへ～

摂食嚥下医療において、
患者さんと家族に伝えた
いコツや技、
理解してもらいたいポイントをわか
りやすくまとめ、摂食嚥下障害の理解を深める
55 のポイントについては、すべてを見開き 2
ページで掲載し、わかりやすく解説した一冊。

歯科医院の受付としての「こころ構え」や「仕事
の進め方」に加え、患者様をいかに迎えるか、一
人の受付としてどのように成長するかなど、
さま
ざまな内容をアップデートした一冊。
受付として
働く入門書として最適な書。

●編 ＝野﨑 園子／西口 真意子
●著 ＝関西労災病院嚥下チーム
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,400 円＋税

●著 ＝林 美穂／下釜 祐子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,600 円＋税

『 内科医から伝えたい
歯科医院に知ってほしい糖尿病のこと その 2 』
歯周病が全身に与える影響を「慢性微小炎症」の
視点から解説し、
「歯周炎分類 2018」の正しい
捉え方や、早期糖代謝以上に関わる糖尿病予防認
定衛生士の重要性を紹介。また、新診療報酬「診
療情報連携共有料」についても徹底解説。歯科医
院だからこそできる糖尿病予防を内科医がやさ
しく解説した一冊。

『 お口のトラブル解決します！ 』
～補綴歯科へようこそ～

補綴歯科ってなに？そんな疑問に日本補綴歯科
学会が全力で答えた歯科医院待合室必備な書。オ
ーケストラでいうとコンサートマスター、建築な
らば大工の棟梁のような立場で、歯科の治療の設
計をし、実際の治療もする診療分野を患者さんに
もっと理解していただくよう工夫された一冊。
●編 ＝公益社団法人日本補綴歯科学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,300 円＋税

●著 ＝西田 亙
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,200 円＋税

日本歯科評論 別冊

『 顔美学 』

『 歯科診療の幅を広げる医科との連携 』

～見られる顔から見せる顔へ～

～保険算定要件から治療対応のポイントまで～

顔の各部位のもつ意味論、
顔の全体的な美認識に
も触れながら、
顔の表情、
魅力といった動的な美、
美の経年変化等についてもわかりやすく解説。
「顔美（顔の美）
」という未完の分野に一石を投
じる意欲的な一冊。
●著 ＝押田 良機
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,800 円＋税

全身疾患を抱える患者さんへの歯科診療を安全
に実施するため、医療連携が必須の時代。これを
促進する様々な歯科保険診療の項目が設定され
ています。これらの保険診療項目について、算定
要件の概要や医科との連携のポイント、
実際に連
携に取り組んだ実例などを紹介した一冊。
●編著＝松島 良次
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝5,800 円＋税

『 快適医院をつくるインテリア医学 』

『 ななちゃんのはみがき 』

～もっと心地良く！もっと使いやすく！～

「患者さん、医療スタッフともに、快適に過ごせ
る空間づくり」を目指す医療施設や介護施設向け
に、床などの建材の選び方から、インテリアの選
び方・飾り方、作業効率が上がる収納・整理法、
さらに開業・リニューアルで抑えるべきポイント
まで、わかりやすく解説した一冊。
●著 ＝水口 真理子
●出版＝日本歯科新聞社
●価格＝8,000 円＋税

歯を大切にする意味と虫歯ができる過程、磨き残
しのない歯の磨き方を、はぶらしのキャラクター
たちと「はみがきの歌」にのせて楽しくわかりや
すく伝えたはみがき絵本。
●著 ＝つがねちかこ
●出版＝赤ちゃんとママ社
●価格＝1,000 円＋税

０
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