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プリマ マグナα／ヨシダ
＜歯科用マイクロスコープ＞

下顎神経説明用模型
PE-ANA012／ニッシン
＜患者説明用模型＞

SR ビボデント S
SR オーソシット S
／イボクラールビバデント
＜硬質レジン歯＞

ナチュラルな審美とニーズにこたえる機
能を兼ね備えた硬質レジン歯“SR ビボデ
ント S”
（前歯）と“SR オーソシット S”
（臼歯）がイボクラールビバデントから発
売されました。

-

ヨシダから発売された“プリママグナα”
は、プリマシリーズの最上位機種「プリマ
マグナ」の右ハンドルのみの仕様に、新た
に、より使用しやすい両ハンドル型タイプ
としてラインナップされました。
【特徴】
●アングルローテーション機能により、鏡
筒部を傾けても接眼レンズが独立して動
くので、角度が一定に保てるため、無理
のない姿勢での使用が可能です。
●プリママグナ専用の対物レンズを採用。
フォーカス調整幅が100mmのため、前
歯部から臼歯部に術野を変更した場合で
も、簡単にフォーカス調整が行えます。
●電磁ブレーキシステムを採用し、鏡筒部
の動きと固定を自在にコントロールでき
ます。
●鏡筒可変：0～210°、接眼レンズ倍率：
12.5倍、対物レンズ：300～400mm
（マニュアルフォーカス機能付き）
、拡大
倍率：ガリレオ式変倍8変倍。光源：50W
LED光源。
標準価格＝
フロアスタンド型 3,750,000 円
フロアマウント型 3,950,000 円

『 プラークテスト 』
＜ イボクラールビバデント ＞

ニッシンから発売された“下顎神経説明用
模型 PE-ANA012”は、下顎槽神経の説
明ができる透明模型です。下顎骨が透明の
ため、普段目視することの難しい歯根や神
経等を説明することができ、術前のインフ
ォームドコンセントに有効活用できます。
【特徴】
●レントゲン画像と併用することで、管や
神経を分かりやすく説明することがで
きます。
●歯と神経の繋がりや麻酔・抜歯等術式の
説明に適しています。
●下顎孔が付与されているため、麻酔（浸
潤麻酔・伝達麻酔）の説明をすることが
できます。
●8 番には半埋伏歯が付与されているた
め、難抜歯の術式や抜歯時の注意事項等
を説明することができます。
●7 番では歯根吸収の説明が可能です。
●透明模型で歯根が見えるので根尖病巣
の説明に有効です。
●歯根と神経の繋がりが見えるので、抜髄
後になぜ痛みがあるのかを説明するこ
とができます。
標準価格＝模型一式 25,000 円

【SR ビボデント S の特徴】
●これまでの審美性と機能性を引き継ぎ
つつより天然歯に近い形態表現を追求。
●強固に二重架橋結合（ダブルクロスリン
ク）された DCL アクリルを使用し、高
い圧縮強度や耐摩耗性だけでなく、従来
の PMMA と同様柔軟性も両立。それに
よりデンチャーベースマテリアルとの
強固な化学結合が期待でき、口腔内での
長期安定が実現します。
●上顎 16 形態、下顎 8 形態、色調は 20
シェードをラインナップ。
標準価格＝6 歯プレート 3,450 円
【SR オーソシット S の特徴】
●耐摩耗性の向上によりフルデンチャー、
パーシャルデンチャーおよびインプラ
ント補綴に適しており、より高い機械的
抵抗力が必要な適応症に使用できます。
●基底部は高品質の PMMA 素材で構成
されており、より強度なデンチャーベー
スのレジン重合結合が期待できます。
●上顎・下顎とも 4 形態、色調は 10 シェ
ードをラインナップ。
標準価格＝8 歯プレート 3,450 円

赤くならない恥ずかしがり屋のプラーク染出液
今回ご紹介させていただきます商品は、イボクラールビバデント㈱から発売されていま
す、赤くならない染出液『プラークテスト』です。蛍光性のプラーク染出液で歯科用光照
射器の青い光を当てると、プラークが白く浮き出て見えます。
特徴といたしましては、①口唇や口腔粘膜、舌を不必要に染色せず、染出したい部位だ
けを染出します。②金属の部分でも確認しやすく、インプラントマージン部の磨き残しも
明瞭です。③スピットンやインスツルメントに染色液が付着しにくく、清掃が簡単です。
また、こんな時にこんな患者様へとして、①歯周病や初期の歯肉炎などで歯肉の色の状
態を確認しながら TBI をしたい。②インプラントやセラミックス治療、③赤い染出液を落
とす時間がない場合など、
「来院時が仕事の合間などで赤くなることを避けたい患者様へは
大変オススメで、いつもの赤い染出液と別に揃えておくと便利な商品」です。是非この機
会に一度お試しいただきますようお願いいたします。

標準価格＝1 本（10ml 入）3,500 円

福岡店 営業一課 西坂 慶紀
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★今週の新刊

『 装置に頼らない子どもの咬み合わせ治療 』
～MFT を応用した咬合育成の実践～

MFT を主体としたトレーニングの種類と方法、
口腔軟組織（舌、小帯、口唇など）の形態と機能、
および診療で用いられる資料を紹介し、また、初
診から直近の来院時まで、
長期症例の経時的な変
化を詳細な臨床写真によって示した一冊。
●著 ＝高田 泰
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税

『 インプラント治療の到達点 』
～過去から現在、そして未来へ～

インプラント治療を行う際の問題点、注意事項を
整理し現時点での基本術式や考え方をまとめ、イ
ンプラント治療を成功に導くことを目的として
編まれた書。おもにインプラント専門医を対象と
し、専門医レベルで理解されている知識のその先
を解説した一冊。
●編 ＝北海道形成歯科研究会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,000 円＋税

『 薬を飲んでいる患者への歯科治療 』
～抜歯、インプラント治療を中心に～

主に抜歯やインプラント治療などの観血的処置
を必要とする患者の服用薬に関する最新の情報、
また薬の中止・継続などについて解説し、特に注
意すべき全身疾患の基礎中の基礎を学習できる
構成の書。すべての歯科医師必携の一冊。
●著 ＝高橋 哲
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,000 円＋税

歯科衛生士ブックレット Vol.2
『 子どもの口腔機能を育む取り組み 』
～全身に目を向けて、変わる、広がる～

歯科衛生士ブックレットシリーズ」の第 2 弾は、
不正咬合・
“お口ポカン”
・滑舌の悪さなど、小児
の口腔の発達に問題を感じる人に贈る口腔機能
入門の書。全身との発達のかかわりを軸に、口腔
機能の発育を妨げない育児上のポイントを具体
的に示した一冊。
●著 ＝小石 剛／赤井 綾美
高島 隆太郎／西川 岳儀
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝2,200 円＋税

別冊ザ・クインテッセンス

『 TMD YEARBOOK2019/2020 顎関節症の
三大症状 ,その検査・診断・治療をやさしく教えます 』
本別冊は、顎関節の解剖および顎関節症の病態・
検査・診断・治療が、歯科医師はもちろん、歯科
衛生士や患者にも理解できるよう平易に解説さ
れた「顎関節症の入門書」。
●編集委員＝古谷野 潔／小見山 道
馬場 一美／矢谷 博文
和嶋 浩一
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

『 包括的治療戦略 Vol.2 』
～for Functional Management～

Dr.弘岡に訊く 臨床的ペリオ講座 Special Issue

『 歯周病とインプラント周囲病変の患者説明ブック 』
～チェアサイドでそのまま使えるカード付～

歯周病・インプラント周囲炎について、患者さん
の理解を助けるイラストや臨床例を豊富に掲載。
裏ページはスタッフ向けに知っておきたいエビ
デンスや臨床の知識をコンパクトに解説した一
冊。
●著 ＝弘岡 秀明／佐藤 博久
Giovanni Serino
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,000 円＋税

『 田角勝のこれだけは伝えたい
子どもの意欲を引き出す摂食嚥下支援 』

“機能”
“Foece Management”にフォーカス
を当て、さまざまな骨格、顎運動、歯列を有する
患者の診査・診断・治療計画の立案や咬合・補綴
治療の実際について解説した一冊。

全編にわたり『子どもが嫌がることをしない』
、
『子どもが能動的に食に向き合い、少しでも楽し
めるようにする』といった姿勢で、小児摂食嚥下
障害の支援・対応法についてまとめられた書。

●著 ＝土屋 賢司
●出版＝医歯薬出版
●価格＝18,000 円＋税

●編著＝田角 勝
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,000 円＋税

０
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