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フロンティアバイト
／モリムラ

ブラッシュモンスター／岡部
＜スマホアプリ連動歯ブラシ＞

＜歯科咬合採得用材料＞

-

モリムラから発売された“フロンティアバ
イト”は、適度な流動性と垂れにくいチキ
ソトロピー性を付与した歯科咬合採得用バ
イト材です。チキソロトロピー性により、
作業中は適度な流動性を有し、垂れにくい
特性があります。口腔内硬化時間30秒の短
時間でシャープに硬化するスーパーファス
トタイプです。
【特徴】
●作業時間20秒、口腔内硬化時間30秒で、
より迅速な咬合採得が可能です。
●硬すぎず、適度な弾力があるので、割れ
にくく、スムーズなトリミングが可能な
硬さです。
●1mlあたり約15円と安価な価格設定。さ
らにミキシングチップとバイトチップを
併用すると、さらにランニングコストが
1/2になります。
●ショアA硬度87～92%。
標準価格＝
カートリッジ（50ml×4 本） 2,980 円
ミキシングチップ L（80 本入）2,160 円
バイトチップ（50 個入）
980 円

『 SAFE シザー 』
＜ 岡部 ＞

ルナウィングフロー
／YAMAKIN
＜歯冠用硬質レジン＞

岡部から 10 月 1 日に発売される“ブラシ
ュモンスター”は、スマホアプリと連動す
ることにより、適切な歯磨き指導で楽しく
ブラッシングすることが可能な音波歯ブ
ラシです。歯磨き回数や磨き残し部分がク
ラウド上にデータとして記録され、ID やパ
スワード情報の提供で子供たちの歯磨き
習慣をチェックすることが可能です。
【特徴】
●一定の水深（1m）に一時的（30 分）に
水没しても浸水しない高い防水性で、水
回りでも安心して使用できます。
●FDA 認定のデュポン製抗菌ソフトブラ
シを採用。非常に安全で子供たちのブラ
ッシングに適しています。
●振動数は 16,000 回／分。
非常に弱い振
動から強い振動まで 4 段階の振動モー
ドを選べます。
●わずか 32g の軽くてスマート形状の歯
ブラシです。
●ボタンを押すだけでアプリケーション
に接続され、難しい設定も必要ありませ
ん。
標準価格＝本体一式 オープン
患者参考価格＝12,000 円（税別）

YAMAKIN から発売されています歯冠用
硬質レジン「ルナウィング」に、スムーズ
な塗布を実現したフロータイプの“ルナウ
ィングフロー”が追加発売されました。
【特徴】
●ノズルの内径を0.7mm と細かく設計し
ているため、直接塗布も可能で操作性に
優れています。
●適度な流動性があるため、ポンティック
部への注入やキャラクタライズ、補修用
に適しています。
●直接塗布が可能なため、気泡の混入を低
減できます。
●フロータイプでありながら、曲げ強さ約
110MPa とペーストタイプと同等の設
計です。
●サービカル部へ使用できる CA1 や前装
冠の白帯表現に使える WE、気泡修正用
の E3 など微細な表現を可能とする 16
色のラインアップにより、審美修復性を
高めます。
標準価格＝3.8g（2.3ml）2,800 円

抜糸時のお悩みを解決！
今回ご紹介させていただく商品は、㈱岡部から発売されております『SAFE シザー』です。
特徴としまして、はさみの先端が丸く、アトラウマティックなデザインとなっておりますので
ナイロン糸が埋まっているような状況や、下顎智歯抜歯後の抜糸時の周囲に可動粘膜が存在
し、また唾液に晒されやすい部位で鋭利なハサミでは留意が必要な時でも軟組織を傷つけず、
安全に抜糸を行う事が可能です。グリップ部分は握りやすく設計となっており、手が疲れにく
く細かい作業も容易な操作性を実現します。本体重量はわずか 11 グラムで、人間工学に基づ
いた軽くて使いやすい抜糸ハサミです。
ご使用いただいている医院様では、
「軟組織を傷つけるリスクが無くなったので安心して抜
糸が出来る様になり、重宝している。
」とのお言葉を頂いております。是非この機会にご検討
をお願い致します。
鹿児島店 営業三課 甲斐 幸裕

標準価格＝18,000 円
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★今週の新刊

『 魅せるプレゼンテーションのための
歯科臨床写真の撮り方 』

『 小児の接触嚥下障害と食事支援 』

撮影機材の選定から設定、
口腔内規格写真から審
美的な写真、
プレゼンテーションに役立つ特殊な
写真の撮り方、
それらの活用法までをあますこと
なく詳説。
「これから写真撮影を勉強したい」
「プ
レゼンテーションに何かが足りない」
「アートな
臨床写真を撮りたい」
と思っている歯科医師必携
の書。

基礎編では摂食嚥下リハビリテーションの概要
から障害児（者）の医学的背景、誤嚥性肺炎、気
管切開、食べる機能の発達と障害、評価・診断、
姿勢運動や食べる機能の発達について、実践編で
は、姿勢の工夫、食事支援、経管栄養法、進行性
疾患への対応、心理行動的問題、症例紹介など、
実践で役立つ内容を掲載した一冊。

●著 ＝中川 雅裕／丹野 努／上妻 和幸
菊池 康司／松本 圭史／伊藤 和明
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,000 円＋税

●編著＝尾本 和彦／小沢 浩
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,800 円＋税

『 Ｑ＆A 若い歯科医師の疑問に答えます 1 』
卒後 2～3 年目の若手歯科医師の疑問を精選し、
日々臨床の現場で後進の指導にあたる執筆陣が、
実践的かつ丁寧に回答。
今さら聞けない！でも知
っておきたい！そんな“疑問”にシンプルかつ明
快に回答し、明日からの臨床にすぐに役立つ、パ
ートナーのような一冊。
●監修＝武藤 晋也
●出版＝医歯薬出版
●価格＝7,000 円＋税

『 かかりつけ歯科医のための小児歯科ガイドブック 』
臨床上で遭遇する状況や症状をテーマ別にまと
め，チェアサイドで問題点別に検索しやすく工夫
し、口腔機能の発達支援、発達障害児への対応、
小児歯科医などの専門医との連携や、最近の小児
歯科のトピックスを多数掲載。かかりつけ歯科医
として知っておきたい小児歯科の最新の基礎知
識や臨床情報を網羅した一冊。
●編著＝井上 美津子／落合 聡
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,500 円＋税

『 口腔外科医がイラストで語る 難抜歯攻略テクニック 』

『 アイステーションの臨床 』

～リスク回避のマネージメント～

～メカニクス、その先へ～

手術写真を一つも用いずに、想定しうる症例に対
する抜歯戦略について解説。口腔外科医によるイ
ラストのリアリティーを多用し、あらゆる困難な
状況下での抜歯の勘所を伝授する一冊。
●著 ＝山内 健介
●イラストレーション＝小山 慶介
●出版＝インターアクション
●価格＝7,600 円＋税

●著 ＝斉宮 康寛
●出版＝東京臨床出版
●価格＝20,000 円＋税

『 歯科衛生士のための口腔ケアと
摂食嚥下リハビリテーション 改訂版 』
前作『解説 口腔ケアと摂食・嚥下リハビリテー
ション』を改訂、摂食嚥下障害の病態や昨今注目
のオーラルフレイルと口腔機能低下症など、すぐ
に使える実践情報を多数掲載。歯科衛生士のため
の口腔ケアと摂食嚥下リハビリテーションの実
践書。
０

●著 ＝植田耕一郎／阪口 英夫／糸田 昌隆
●出版＝口腔保健協会
●価格＝3,200 円＋税

発行：株式会社 UK デンタル
熊本・鹿児島・久留米・福岡・長崎・宮崎・大分

矯正用アンカレッジシステム“i-station”の開発
背景とコンセプト、メカニクスとその臨床まで、
あらゆる歯の移動に、同時進行で対応できる
i-station の数々の特徴を、実際の症例を通じて
詳説した書。

『 在宅リハビリテーションにおける物療ノススメ 』
本書は、
“先ずはトライ"を合言葉に、詳しい知識
が無くてもすぐに物理療法の効果を体感できる
ように工夫し、誰でもどこでも実際のケースレポ
ートを通しながら機器の設定の仕方、注意点、使
い方のコツを学ぶことができる書。
●監修＝阿部 勉
●編集＝森山 隆／元住 考志
●出版＝一世出版
●価格＝1,800 円＋税

ホームページアドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｋｄｅｎｔａｌ．ｃｏ．ｊｐ

