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クラプロックス Prevention1
／ヨシダ

バイオクリアー ブラックトライ
アングルキット／モリムラ

ＩPS e.max ZirCAD プライム
／イボクラールビバデント

＜予防歯科改善サポートアプリ＞

＜前歯部修復補助キット＞

＜高強度酸化ジルコニウムディスク＞

ヨシダから発売された“クラプロックス
Prevention1”は、患者さんの口腔環境の
情報を入力し、予防や改善につながるデー
タ管理と分析を行う予防歯科改善サポー
トアプリツールです。これまで言葉だけで
説明するしかなかった患者さんの口腔環
境の状態を、スコアやグラフといった客観
的データとして提示することで、より高い
理解と信頼、モチベーションの向上、患者
さんとの円滑なコミュニケーションを図
ることができます。

バイオクリアー社（アメリカ）から発売さ
れた“バイオクリアーブラックトライアン
グルキット”
（モリムラ取り扱い）は、あ
らかじめ歯の解剖学的形態が賦与された
前歯部修復用マトリックスと、色分けされ
た専用のゲージインスツルメントを用い
て、簡単・迅速にブラックトライアングル
を閉鎖することが可能なマトリックスキ
ットです。

イボクラールビバデントから発売された
“ＩPS e.max ZirCAD プライム”は、酸
化ジルコニウムでありながら高強度と高
透光性をあわせもち、独自の製造工程 に
よりシームレスなグラデーションを実現
した酸化ジルコニウムディスクです。一つ
のディスクでいくつもの高い特性を兼ね
備え、様々なケースに対応が可能です。

【特徴】
●患者さんの口腔環境を点数やグラフな
どのデータで見える化し、患者さんに提
示することができます。また、PDFデー
タとしての出力が可能なので、印刷して
お渡ししたり、メールで送ることができ
ます。
●タッチパネル式でカンタン操作！予防
方法や予防商品の提案に活用できます。
●患者さんのデータは蓄積でき、過去のデ
ータと比較することが可能です。
●本製品はクラプロックス歯間ブラシを
用いて使用するため、
「クラプロックス
歯間ブラシスターターセット」と合わせ
ての導入をおすすめします。
標準価格＝本体セット 30,000 円

[特徴]
●専用のゲージ先端部をコントタクト下
の歯間空隙に入るところまで挿入し、切
縁側から見て、ゲージ先端部のカラーと
同じ色のタブ色のマトリックスを選択す
ることによって、簡単・迅速にマトリッ
クスを選択することができます。
●選択したマトリックスは適切な湾曲幅
を示し、適用前のトリミングが不要です。
●マトリックスは上顎、下顎とも 4 種類。

標準価格＝フルキット
36,500 円
上顎前歯キット 21,000 円
下顎前歯キット 21,000 円

『 撮影用インジケーターCＩD-S（小型）
』
＜ 阪神技術研究所 ＞

【特徴】
●新しく開発されたグラデーションテク
ノロジー（GT）は、さらに素材を進化
させ、素材の優れた特性を生み出すため
に、3Y-TZP と 5Y-TZP の 2 つの原料
を独自の製造工程で組み合わせました。
その結果、酸化ジルコニウムでありなが
ら高強度と高透明性を両立させ、より自
然なグラデーションを実現しました。
●移行的で境目のない色彩と自然な透明
感が得られます。
●曲げ強度は 650～1200MPa。
●A～D シェード 16 色とブリーチシェー
ド 4 色をラインナップ。
●ステイニング、カットバック、レイヤリ
ング、インフィルトレーション等多くの
製作テクニックに対応します。
標準価格＝厚み 16mm 50,000 円
厚み 20mm 55,000 円

こんなサイズがあったらいいな！～を実現した
定番の撮影用インジケーター登場！
今回ご紹介させて頂く商品は㈱阪神技術研究所より発売されております『撮影用イ
ンジケーターCＩD-S（小型）
』です。
この商品は、従来の標準タイプ（CＩD-4）のインジケーターとは違い小型のため、
基準平面板やフィルム支持板のサイズがスリムになっており、小児や女性の方など口
が小さい方に負担を少なくして撮影できるというお勧めの商品であります。高温高圧
滅菌 135℃にも対応し、デンタルフィルムとイメージングプレート（ＩP）に対応し
ています。種類は従来品と同様、右臼歯用・左臼歯用・前歯部用の 3 種類。
実際ご使用の医院様からは、
「患者様にあったサイズが選べるため、ストレスになら
ない。
」
「従来品と色が違うため見分けがつきやすく使用しやすい」と大変好評です。
是非この機会にお試しいただきますようお願いいたします。詳細につきましては弊社
営業担当者までお気軽にお尋ねください。

標準価格＝セット 6,500 円
単品（右臼歯用・左臼歯用・前歯用）各 2,100 円

宮崎店 営業二課 山田 竜二
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★今週の新刊

『 義歯調整 Update 』
～リリーフ、咬合調整、クラスプの調整からリライン、
不安定な顎位への対応～

義歯装着後の生態と義歯の変化についてわかり
やすく解説し、
義歯調整で臨床頻度の高い①義歯
床粘膜面調整、➁咬合調整、③クラスプ調整の 3
点にフォーカスを当て、詳説した一冊。日常臨床
にすぐに役立つ義歯調整マニュアルの決定版！
●著 ＝村田比呂司／鳥巣 哲朗／黒木 唯文
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,500 円＋税

『 歯科医師のための構音障害ガイドブック 』

『 歯周病患者における口腔インプラント治療指針
およびエビデンス 2018 』
歯周病患者に対して口腔インプラント治療を適
応する際の術前および術後の検査、診断から
SPT に至るまでの治療の流れを網羅的に解説
し、また GRADE アプローチを用いたインプラ
ント周囲炎に対する外科的治療のガイドライン
を提示した最新改訂版。
●編 ＝特定非営利活動法人日本歯周病学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝2,200 円＋税

『 認知症の人への歯科治療ガイドライン 』

構音器官の解剖、構音障害の定義、その評価法、
さらには有床義歯・特殊補綴など、歯科医師が知
っておくべき要点をわかりやすく解説。構音障害
について歯科領域からの視点でまとめた最新ガ
イドブック。

認知症患者に対する「コミュニケーション」
、
「口
腔管理、口腔衛生管理」
「保存、外科、補綴」
、
「摂
食嚥下」
「栄養マネジメント」そして「緩和ケア」
についての文献に基づいた推奨と解説が示され
た一冊。

●監修・編集＝菊谷 武
●編 ＝田村 文誉／小野 高裕／吉田 光由
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,000 円＋税

●編 ＝日本老年歯科医学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,200 円＋税

『 看護に役立つ口腔ケアテクニック 第 2 版 』
「いつも口腔が乾燥している」「口が開かない」
「出血しやすい」
「ケアをしようとすると患者さ
んに拒否されてしまう」等、看護師が行う口腔ケ
アの基本技術とコツをわかりやすく解説した好
評書の改訂版。
●編著＝晴山婦美子／塚本 敦美／坂本まゆみ
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,700 円＋税

『 Dysphagia Evaluation and Treatment From the
Perspective of Rehabilitation Medicine 日本語版 』
～リハビリテーション医学に基づいた摂食嚥下障害の評価・対応～

摂食嚥下にかかわる器官の成り立ち、嚥下運動の
概念、生理学的把握の仕方をわかりやすくまと
め、スクリーニングとそのプロトコール、VE・
VF から最新の CT を用いた評価まで、藤田医科
大学で行われる評価手法を紹介した一冊。
●編著＝稲本 陽子／柴田 斉子／才藤 栄一
●出版＝医歯薬出版
●価格＝7,700 円＋税
０
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『 口腔習癖 』
～見逃してはいけない小児期のサイン～

月刊「デンタルハイジーン」の人気連載が待望の
書籍化。口腔習癖はこうみる！こう対応する！
500 枚以上にも及び豊富な症例写真から、
“口腔
習癖とは何か”が一目でわかる一冊。2018 年 4
月から診療報酬に加わった「口腔機能発達不全
症」への対応も掲載！
●著 ＝河井 聡
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,000 円＋税

『 親と子の健やかな育ちに寄り添う
乳幼児の口と歯の健診ガイド 第 3 版 』
保険収載された｢口腔機能発達不全症｣や改訂さ
れた｢授乳・離乳の支援ガイド｣の解説を新たに盛
りこむなど、機能面からみた乳幼児歯科健診のあ
り方を提示した一冊。また、｢相談・保健指導で
の Q＆A｣では保護者から寄せられる質問への解
答例も掲載。
●編 ＝日本小児歯科学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,500 円＋税
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