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ヘパクリーン
／ビーエスエーサクライ

バイオサニタイザーⅡ
（8 倍希釈用）／松風

ハンドケアローション
／ジーシー

＜移動式口腔外バキューム＞

＜除菌液＞

＜手指用保湿ローション＞

松風から発売された“バイオサニタイザー
Ⅱ（8 倍希釈用）
”は、イギリスの Byotrol
社が長い年月をかけて研究･開発した除
菌･抗菌技術｢バイオトロール®｣を使用し
た、8 倍に希釈して使用する除菌液です。
即効性があり、強力な除菌力を持つだけで
なく、乾燥後も除菌効果が持続します。ま
た、生分解されるため、環境にも配慮して
います。

ジーシーから発売された“ハンドケアロー
ション”は、保湿と保護成分が手指に留ま
りやすいため、手洗い後毎回塗布しなくて
も効果が持続する手指用保湿ローション
です。塗った後にべたつかず、グローブや
消毒効果に影響を与えにくい保湿ローシ
ョンです。

【特徴】
●ブラケットテーブルやユニット周り、試
適後の製作物等に有効活用できます。
●8 倍に希釈し、スプレーで噴霧し、乾い
た布などで拭き取ります。
●別売の「バイオサニタイザースプレー容
器」は、逆向き・横向きでもスプレーが
可能で、ストレートから霧状まで噴霧パ
ターンの選択が可能です。
●塩素・アルコール不使用・無香料・無着
色。

【特徴】
●塗布後に手がべたつかないため、グロー
ブの装着がスムーズに行えます。
●各種のグローブに影響を与えにくく、手
指消毒剤の効果も阻害しません。
●石けんと流水による手洗い、または擦式
アルコール手指消毒薬による手指消毒
後、ハンドケアローションを適量（1 プ
ッシュ）手に取り、すり込みます。
●1 本で約 750 回分の使用が可能です。
●無香料・無着色・パラベンフリー。

標準価格＝500ml
3,800 円
スプレー容器 1,200 円

標準価格＝300ml 3,200 円

-

ビーエスエーサクライから発売された“ヘ
パクリーン”は、最大パワー15Kpaの強力
吸引と、最小55dBの静音設計で快適な院
内環境を提供する移動式口腔外バキューム
です。①静電プレフィルター＋②高性能ヘ
パフィルター＋③集塵フィルターの3つの
フィルターにより、3μの粉塵を99.7%除
去します。清潔な院内環境を実現し、院内
感染リスクを低減します。
【特徴】
●操作パネルはタッチセンサー式でフラッ
ト形状のため清掃性に優れています。
●吸引力セレクトボタンにより、1～10段
階で吸引力を調整できます。
●使用しない時はコンパクトに収納でき、
邪魔になりません。また、ハンドル付き
で小さく軽い（本体重量28kg）ので移
動も容易です。
●クリアフードを2個標準装備。
標準価格＝本体一式 268,000 円

『 Smile Line
フレキシブルリトラクター 』
＜ YAMAKIN ＞

▲上顎用

▲下顎用

標準価格＝上顎 2 枚下顎 1 枚 22,950 円
上顎 2 枚
15,300 円
下顎 1 枚
8,900 円

口腔内撮影時の必需品！
今回ご紹介します商品は、YAMAKIN㈱より発売中の『Smile Line フレキシブルリトラク
ターセット』
（上顎用・下顎用）です。商品の特徴としましては、①症例撮影や CAD/CAM シ
ステムでデジタル印象を採得する際に、患者様一人一人に合わせて折り曲げることが出来るの
で舌や頬粘膜を効果的に排除出来ますので、舌に邪魔をされずに撮影可能となっております。
②素材は医療用プラスチックゴムを使用し滑らかな表面で患者様の負担を軽減します。また、
不透明で光の反射を防ぐので、撮影の際に光の影響を与えることがありません。③ラテックス
フリーの低アレルギー性ですので、一般的なプラスチックアレルギーの方でも安心してご使用
いただけます。
（※オートクレーブ滅菌対応ですが、ドライ滅菌はご使用いただけません。
）
ご使用いただいている医院様からは、
「一人一人に合わせて折り曲げることで効果的に舌を排
除出来るのでデジタル印象が楽になった」
「口腔内撮影時にも光の反射を気にせずに撮れるの
で、撮り直しが少なくなりました。
」とご好評をいただいております。是非この機会にお試しい
ただければと思います。ご質問などは弊社担当営業者までお願い致します。
久留米店 営業一課 福澤 貴幸
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★今週の新刊

『 無理なくできる再生療法導入マニュアル 』
初めて取り組むならどんな症例から？根分岐部
病変にはどう対応すればいい？深い骨欠損でも
再生可能？再生材料によって違いはある？骨補
填剤を効果的に使うには？どんな縫合法が適し
ている？など、
再生療法を成功させるための基礎
知識と必須テクニックを網羅したマニュアル本。
●著 ＝木村 英隆
●出版＝インターアクション
●価格＝7,200 円＋税

『 臨床家のためのデンタルスーチャリング
切開・縫合・結紮 』
軟組織への切開・縫合・結紮といった一連の外科
処置に使用するインスツルメントの選択、縫合糸
の種類および選択、抜歯からインプラント・歯周
外科にいたる切開・縫合・結紮について、基本テ
クニックから応用まで、多くの写真やイラスト、
動画を使用し、解説した一冊。
●著 ＝松田 哲
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝7,000 円＋税

ホームデンティストプロフェッショナルシリーズ 第 3 巻

『 歯周基本治療のエッセンスとノウハウ 』
ホームデンティストプロフェッショナルシリー
ズの第 3 巻では、
超音波スケーラーとハンドスケ
ーラーで手際よく、低侵襲で行う最新の SRP の
考え方とテクニックを満載した一冊。
●監修＝藤木 省三／岡 賢二
●著 ＝大前 友利子／川島 真由美
黒澤 千寿子／野村 朱実／原田 郁子
●出版＝インターアクション
●価格＝9,000 円＋税

『 歯周病患者へのインプラント治療の実際 』
～その現状と課題を踏まえた治療指針～

インプラント周囲粘膜炎とインプラント周囲炎
の最新情報やその対処法・注意点を詳述し、また、
歯周病患者に対するインプラント治療時に留意
すべき全身疾患や合併症、患者の希望や症状に合
わせたケース別の治療計画（歯周基本治療から補
綴設計まで）
、メインテナンスにおける診査項目
や初期症状への対応などを詳述した一冊。
●監修＝特定非営利活動法人
日本臨床歯周病学会
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝8,500 円＋税

月刊「歯科技工」別冊

ステップアップ歯科衛生士

『 生体情報から考える補綴装置の咬合コンセプト 』

『 ペリオに挑戦！動画でわかる SRP 』

情報の少ない条件のもとで、
どのように臨床的な
咬合付与を行うかを分かりやすくまとめた一冊。
咬合の理解を深め、
高品質の補綴装置製作のスキ
ルアップをめざす、歯科技工士必携の書。重要ポ
イントごとに Web 動画で確認できる動画付き。

ステップアップ歯科衛生士シリーズの第 4 弾！
手軽にスマホや PC で動画が見ることができ、
SRP のコツとスキルが身につく SRP テクニッ
クの決定版。スケーリング・ルートプレーニング
（SRP）のスキルアップに挑戦する実践書。

●編 ＝玉置 勝司／榊原 功二／佐藤 幸司
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,900 円＋税

●著 ＝佐藤 昌美
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,500 円＋税

『 歯科衛生士のための口腔内科 』
～全身と口腔をつなぐオーラルメディシン～

全身疾患に関連する口腔顎顔面疾患や歯科診療
に関連する全身的疾患、老年（高齢）者および要
介護者への対応、チーム医療・連携医療および周
術期口腔機能管理、口腔疾患の早期発見と予防お
よび生活指導等、歯科衛生士に必要な口腔内科の
情報を網羅した一冊。

『 新人歯科衛生士・歯科助手
ポケットマニュアル 第 2 版 』
「新人歯科衛生士・デンタルスタッフポケットマ
ニュアル」の改訂新版。歯科医院に勤務して間も
ない新人歯科衛生士・歯科助手などデンタルスタ
ッフのバイブルとして、臨床現場に出てすぐ必要
とされる知識が満載のポケットマニュアル本。

０

●編集代表＝山根 源之
●編集＝酒巻 裕之／里村 一人／野村 武史
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,500 円＋税
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●著 ＝江澤 庸博
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,400 円＋税
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