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WAVE fine EX シリーズ
／ヨシダ

リフィット デンタル／京セラ
＜歯科用コラーゲン使用骨再生材料＞

＜歯科用レセプトコンピュータ＞

コエックス 300-4XD
ミリングマシン／ヨシダ
＜ミリングマシン＞

-

ヨシダから発売された“WAVE fine EXシ
リーズ”は、厚生労働省ガイドライン「真
正性」
「見読性」
「保存性」に対応した電子
カルテシステムにより、カルテのペーパー
レス化を実現。カルテ棚のスペースや、カ
ルテ用紙のランニングコスト、カルテを探
す時間を大幅に削減することができます。
※LANモデルが電子カルテ対応です。
【特徴】
●改定情報やプログラム更新等を起動時に
お知らせするインフォメーションウイン
ドウを設置し、情報をリアルタイムに配
信するfree Letter機能を搭載。より迅
速・確実な情報を提供します。
●患者や治療内容に関する細かな申し送り
事項が、カルテとは別に記録・共有でき
る機能（free Note）を標準装備してい
ます。カルテにメモを貼る感覚で使用で
きます。
●使用者や診療スタイルに合わせて任意の
端末を電子カルテとして使用可能なfree
Client機能を搭載。任意のPCにカルテソ
フトをインストールでき、端末の増設（最
大8台まで）が容易に行えます。
標準価格＝WAVE fine EX 各種
498,000 円～3,980,000 円

『 SMT 』
＜ ライオン歯科材 ＞

標準価格＝測定器本体
198,000 円
検査キット（30 入）24,000 円

京セラから発売された“リフィットデンタ
ル”は、歯科治療時の操作性に優れた歯科
用コラーゲン使用骨再生材料です。ハイド
ロキシアパタイト（低結晶性）とコラーゲ
ン（ブタ真皮由来Ｉ型アテロコラーゲン）
からなる多孔質体で、血液や生理食塩水な
どでの湿潤時にスポンジのような弾力性
を有し、患部に隙間なくフィットさせるこ
とができます。
【特徴】
●浸潤時にスポンジのような弾力性を有
しており、また、メスやハサミなどで容
易に加工することもできるフレキシブ
ルな操作性を実現します。
●ナノレベルまで、自家骨の骨構造・組成
に近づけてあります。
●生体内の骨リモデリングに取り込まれ、
骨組織へ吸収置換されます。
●類似品と比較して骨再生の促進が速い
ことを臨床試験にて確認されています。
●サイズはΦ11×12mm。

標準価格＝1 個入

18,000 円

ヨシダから発売された“コエックス
300-4XD ミリングマシン”は、ハイパワ
ーのスピンドリルを搭載した乾式タイプ
のミリングマシンです。ハイパワー
0.5kW、最大 60,000rpm のスピンドリ
ルを搭載し、ハイブリッドレジン、ジルコ
ニア、PMMA、ワックス等、様々な材料を
加工できます。
【特徴】
●カービング方式により、最初にブロック
外形を大きく削り出し、4 軸加工による
合理的な駆動で適合の良い補綴物を効
率的に加工できます。インレー・アンレ
ー・クラウン・ベニア・コーピング等、
単冠症例を短時間で切削します。
●洗練された CAM ソフトウェア「Mill
Box」を搭載し、簡便さを追求した作業
工程により、手間を削減します。また、
分かりやすくシンプルなインターフェ
ースにより、初めて使用する方でも直感
的な操作が可能です。
●本体重量：90kg、本体サイズ：W545
×D590×H630mm。
標準価格＝本体一式 3,900,000 円

わずか 5 分で測定ができる唾液検査システム！
今回、ご紹介させていただきます商品は、ライオン歯科材㈱から発売されています多項目・
短時間唾液検査システム『SMT（Salivary Multi Test）』です。３ステップの簡単操作で、
測定時間もわずか５分。一度の検査で健康状態に関する６項目（むし歯菌・酸性度・緩衝能・
白血球・タンパク質・アンモニア）の唾液因子を測定して、その結果をフィードバックするこ
とで患者さんとのコミュニケーションに活用することができます。口腔健康への意識向上や、
口腔衛生指導のスムーズな理解につながります。
すでに導入いただいております医院様では、「検査方法もシンプルで、採取から測定、そし
て結果判定までわずか５分の短時間で行えるのが魅力。」「レーダーチャートによる測定結果
シートを使って、患者さんの健康チェックを共有することができている。」などのお声をいた
だいております。是非ともこの機会にご導入いただければと思います。詳細につきましては営
業担当者までお気軽にお尋ねください。
熊本店 営業五課 松原 省二
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★今週の新刊

『 決定版 実践マニュアル
歯科用 CT の見かた・読みかた 』
～続・今さら聞けない歯科用 CBCT と CT の読像法～

『 前歯部アライナー矯正 導入・実践編 』
～患者さんの笑顔を最大限に引き出す～

日常歯科臨床で経験する嚢胞・腫瘍などの口腔疾
患のほかに歯内領域、歯周領域、インプラント領
域、小児・矯正歯科領域、口腔外科領域などの各
専門分野における歯科用 CBCT や CT の応用に
ついて解説した一冊。

前歯部アライナー矯正の導入から、その実践方法
までを網羅した一冊。矯正専門医に依頼すること
なくできる本システムは歯科医院の経営的な部
分でも強い味方になる。開業医のための短期治療
を可能にした前歯部アライナー矯正の書。

●監著＝森本 泰宏／金田 隆／鱒見 進一
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,500 円＋税

●監著＝長尾 龍典／岩城 正明／新井 聖範
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税
QDT 別冊

別冊ザ・クインテッセンス

『 PRD YEARBOOK 2019 』
～AAP・EFP の新分類に基づく
歯周疾患とインプラント周囲疾患の分類別処置法～

「The International Journal of Periodontics
& Restorative Dentistry」年刊第 4 号では、再
生療法と矯正治療の併用、コンポジットレジン修
復の長期予後等、中～長期の結果を示した論文を
ピックアップ。また、歯周疾患とインプラント周
囲疾患の新分類を実際に応用したケースを掲載。
●主席編集＝岩田 建男／山﨑 長郎
和泉 雄一
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

『 ジルコニアモノリシック
レストレーションコンプリートブック 』
～実践的なテクニックで「臨床の勘どころ」を
知るための完全ガイド～

モノリシックジルコニアの 6 つの製作ステップ
Chapter の考え方やテクニックを紹介し、イン
レー／アンレー、臼歯部クラウン、前歯部クラウ
ン、インプラントと、補綴装置別の臨床における
勘どころを複数紹介。モノリシックジルコニアレ
ストレーションにおける実践的から幅広いテク
ニックを網羅した完全ガイド本。
●監著＝枝川 智之／陸 誠
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,200 円＋税

『 「粧う」ことで健康寿命を伸ばす化粧療法 』
～エビデンスに基づく超高齢社会への多職種連携アプローチ～

『 患者さんと家族のためのよくわかる口腔がん治療 』

「新聞クイント」
連載で話題の資生堂ジャパン株
式会社の著者による「化粧療法」に、連載時には
掲載しきれなかった多数のエビデンスなどを大
幅に加筆した書。
オーラルフレイル対策や健康寿
命の延伸につながる「化粧療法」を歯科の待合室
から始める一冊。

口腔がん治療における診断や治療法、予後やリハ
ビリテーション、治療を受けるにあたって知って
おいたほうがよいことなどを、最新の情報をふん
だんに盛り込んで解説した一冊。口腔がん治療の
最前線に立つ著者陣が平易な言葉で解説した、口
腔がんを理解できる書。

●著 ＝池山 和幸
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝2,200 円＋税

●監修＝片倉 朗
●出版＝インターアクション
●価格＝1,300 円＋税

『 Longevity に繋がる LOT 活用術ターゲット 10 』
～部分矯正で狙い定めて不正咬合を徹底攻略！～

LOT に初めてトライする若手でも取り組みやす
いように、BASIC では基本的なテクニックや必
要な器具・器材について、豊富な写真・イラスト
を使って懇切丁寧に解説し、TARGET では臨床
でよく遭遇する 10 の不正咬合を取り上げ、☆の
数で難易度の判定を容易した一冊。

『 マストオブ・エンドドンティックサージェリー 』
外科的歯内療法を行ううえで欠かせない、診査・
診断をはじめとする術前のポイントから基本術
式、治癒の病理、そして最新のテクニックまでを
網羅。日本の歯内療法をリードする執筆陣による
“最新バイブル”本！

０

●編集委員＝宇塚 聡／杉山 晶二
田井 規能／高橋 正光／宮下 渉
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝8,000 円＋税

発行：株式会社 UK デンタル
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●編著＝北村 和夫
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝8,500 円＋税
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