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DB カリエスハンター
／日本歯科商社
＜口腔内バクテリア発見補助ライト＞

セラミアセメント／白水貿易
＜歯科バイオセラミック系
合着用セメント＞

オストロマット 674ｉ・664ｉ
／松風
＜技工用ジルコニア焼結炉＞

-

日本歯科商社から発売された“DBカリエス
ハンター”は、本体より発せられる約
400nmの波長の光により、健全な歯質は
緑色に、う蝕部位や歯石・歯垢といった細
菌が密になっている部位は赤色に光りま
す。虫歯や磨き残しが光って見えるので、
治療の確認やブラッシング指導等にも有効
な照明器です。
【特徴】
●説明しづらい虫歯や磨き残しを赤く光っ
てお知らせできるのでスムーズな治療の
案内ができます。
●歯垢染色剤やう蝕検知液のかわりに手軽
に使用できます。

標準価格＝本体一式 40,000 円

『 4ZRS 』
＜ コメット ＞

白水貿易から発売された“セラミアセメン
ト”は、革新的な歯科用バイオセラミック
系合着用セメントです。新たな第 5 世代に
分類される独自のマテリアルを配合した
製品で、操作が非常に簡便で口腔内での長
期耐久性に優れています。その適応症は幅
広く、各種メタル（ゴールド、ノンプレシ
ャス）
、チタン、コバルトクロム、オール
セラミック（ニケイ酸リチウム）
、ジルコ
ニアなど、様々な補綴物が前処理不要で使
用できます。
【特徴】
●術後疼痛がほぼ起こらない。
●非常に高い合着保持力を発揮し、経年劣
化しないという特性があります。
●長期辺縁封鎖性に優れています。
●マージン部の変色が極めて少ない。
●フッ素徐放で二次カリエスの発生を抑
制します。
●生活歯、失活歯ともに適応可能です。
●歯髄までの距離がないケースにも最適
です。
標準価格＝1-1 セット
12,000 円
粉リフィル（15g）8,300 円
液リフィル（10g）4,700 円

松風から発売された
“オストロマット 674
ｉ／664ｉ”は、ドイツ DEKEMA 社製
のジルコニア焼結用ファーネスで、焼結可
能数が異なる 2 機種をラインナップ。最高
1560℃で精度の高い焼結を実現すると
ともに、すぐれた温度管理システムによ
り、安定して補綴装置を製作することがで
きます。また、各社材料に適した最新のプ
ログラムを USB メモリやネットワーク経
由でダウンロードすることができ、10.4
型のタッチ式ハイレゾディスプレイによ
り操作性も良好です。
【特徴】
●674ｉは、最大 40 ユニットまたはフル
マウスブリッジの焼結が可能で、664ｉ
は、最大 20 ユニットまたは 6 本ブリッ
ジの焼結が可能です。
●スピードシンタリング対応ディスク用
のプログラムも用意。炭化ケイ素製のヒ
ーティングエレメントにより、素早さと
正確さを兼ね備えた焼結が可能です。
●本器一台で焼結、グレーズ焼成が可能で
す。
標準価格＝674ｉ
664ｉ

2,380,000 円
1,850,000 円

お困りありませんか？！ジルコニア撤去。これがあればストレスフリー！
今回、ご紹介させていただきます商品は、コメット社製ジルコニアクラウン撤去用ダイヤモン
ドバー『4ZRS』（FG）です。ジルコニアを切り裂くと言われるこちらのダイヤバーは、ダイヤ
モンド粒子を高密度に充填することにより切削効率を高め、三層のコーティングの上から ZR ダ
イヤ特別層を施すことでダイヤ粒子の脱離を防ぐ構造を実現しています。もちろん一番の特徴は
その新形態で、切削力を高めるために従来品の 4ZR よりも作業直径をさらに拡大しており、作
業部の短さが破折を防ぐよう作られています。
すでに導入いただいております医院様からは、「安心感をもってスリットを入れるようになっ
た。」「ニケイ酸リチウム系セラミックの除去はストレスだったが、これがあればストレスもな
くチェアタイムの短縮にもなる。」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
入をご検討いただければと思います。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。
宮崎店 営業一課 小野 剛一

標準価格＝1 本入 1,500 円
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『 デンタルインタビュー入門 』

★今週の新刊

～医療面接で生まれ変わる歯科外来～

メディカル・インタビュー（医療面接）を歯科向
けに進化させた「デンタル・インタビュー」の入
門書。本書の『学習編』でデンタル・インタビュ
ーの基本を学び、
『体験編』のロールプレイング
で実践することで、
患者さんに長く通院継続して
いただける歯科外来に生まれ変わります。
ドクタ
ー西田のナマ講義動画付きも必見。

『 よき歯科医療人になるための倫理・プロフェッ
ショナリズム教育 プロフェッションワークブック 』
臨床実習や生活のなかで生じる倫理的問題につ
いて、自ら考えることができる「38 の具体的な
事例を収載し、
「よき歯科医療人になるための 20
の質問」により、自らを振り返り、自己評価が可
能なテキスト書。倫理・プロフェッショナリズム
教育に最適のワークブック。
●編 ＝日本歯科医学教育学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,000 円＋税

●監著＝西田 亙／武井 典子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,600 円＋税
『 がんばらなくても誤嚥は減らせる！
シンプル食サポート 』
～誰でもできる 毎日できる 高齢者の食事支援～

これまでのような「機能訓練」
「治療」中心の食
事支援ではなく、
「環境的アプローチ」
（食事姿勢
や食具選択など）を中心にわかりやすく解説し、
さまざまな理由で“がんばる”ことのできない患
者さんでも，苦痛なく・楽しく・安全に食べるた
めの，シンプルで実施しやすい食事支援を紹介。

『 歯科が活躍するミールラウンド&カンファレンス 』
～高齢者の「噛めない」
「食べない」に
訪問診療で取り組むためのガイドブック～

食事場面観察に必要な視点や問題への対応法、さ
らには他職種との上手な付き合い方や、歯科医療
職種に寄せられることの多い疑問点への回答な
ど、ミールラウンドとカンファレンスで歯科が活
躍するために欠かせない事項を掲載した一冊。
●編著＝菊谷 武
●著 ＝高橋 賢晃／戸原 雄／尾関 麻衣子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,000 円＋税

●著 ＝佐藤 彰紘
●編集協力＝深松 幸子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,400 円＋税
『 日本歯科医療への提言 』
～その社会的価値を高めるための成長戦略～

筆者の専門である「歯科医学×経営学」、そし
て「日本×米国」という複視座から見えてきた、
日本の歯科医療がもつ可能性と取るべき成長戦
略に、医療人、経済人、政府関係者、医療現場、
アカデミア、そして関連産業などとの交流や、医
療ジャーナリストとしての取材を通じて見えて
きた知見を重ね、
可能な限り客観的かつ網羅的に
綴り上げた一冊。

『 写真でマスターする 安定した咬み合わせを
作るためのゴシックアーチ描記法 』
ゴシックアーチ描記法についてゼロから解説し、
十分に理解して臨床に役立てることを目的とし
た書。多くの写真とイラストによるわかりやすい
解説、そして実際の臨床ケースにより、
「どのよ
うな症状に、どう考えて使用しているのか」を著
者の豊富な経験から示し、安定した咬み合わせを
作るためのスキルを習得できる一冊。
●著 ＝鈴木 尚／森本 達也
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝6,500 円＋税

●著 ＝赤司 征大
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,400 円＋税
『 スマホで学ぼう！歯科診療の補助コンプリート BOOK 』

『 噛めない義歯を噛めるようにする技法 』

～共同動作編 Part1～

～カワラダ・デンチャー・システムの奥義～

実際に見たことがない歯科治療でも、一連の流
れ、使用する器材や共同動作を容易にイメージで
きるように、スマートフォンで動画を見ながら学
習できるよう作られた歯科衛生士教育のための
書。それぞれのシーンで使用している器材も動画
や写真で確認でき、臨床実習に役立つ一冊。

初診時のガタガタの義歯をピタリと安定させる
カワラダ・デンチャー・システムの奥義を公開し
た書。カワラダ・デンチャー・システムの概要か
ら、噛める義歯製作の技法の一連の流れを網羅し
た一冊。
！

●監修＝木下 淳輔
●執筆＝竹之内 茜／大谷 悦世
●出版＝一世出版
●価格＝3,600 円＋税

●著 ＝川原田 幸三
川原田 美千代
●出版＝第一歯科出版
●価格＝10,000 円＋税

０
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