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スマートライト Pro
／デンツプライシロナ

BG フィル／日本歯科薬品

サイレント EC2／日本歯科商社

＜シングルポイント根管充填用ツール＞

＜技工用集塵器＞

＜LED 光照射器＞

-

デンツプライシロナから 11 月 21 日に発
売される“スマートライト Pro”は、信頼
性の高い結果を得るために設計された
LED 光照射器です。高い光直進性、広い光
の出力直径、光が当てにくい部位にも 360
度回転チップと４つの高性能 LED を備え
た薄型ヘッドでアクセスを容易にします。
また、1 タッチで取り外し可能なバッテリ
ーも 2 つ付属されており、急なバッテリー
切れにも対応可能です。従来品よりも使い
やすく、そしてデザイン性を追求したニュ
ーモデルです。
【特徴】
●光直進性が高く、窩底部やレジンコアな
ど照射距離があいてしまうような症例で
も拡散光量を保ったままの照射が可能で
す。
●充填されたレジンは、その領域のすべて
が均一な光に覆われ、硬化する必要があ
ります。スマートライト Pro は均一な光
分布により幅広く、確実な硬化を実現し
ます。
●専用のチップを交換することで、う蝕や
クラックの視覚的な診断をサポートしま
す。前歯部と臼歯部に応じて 2 つの異な
る光出力が設定できます。
標準価格＝ベーシックキット 158,600 円
イントロキット 200,000 円

日本歯科薬品から発売された“BG フィル”
は、同社製の「ニシカキャナルシーラー
BG」を根管内に注入するシングルポイン
ト根管充填用ツールです。シーラー注入の
際にスリムな形状で術野を確保し、注入後
はマスターポイントを 1 本挿入するシン
プル操作の根管充填が可能です。テクニカ
ルエラーの軽減と、チェアタイムの短縮に
つながります。
【特徴】
●チップは先端径Φ0.5mm（25G 相当）
、
長さ 20mm（03 テーパー）で、細く長
く、柔軟なチップで湾曲根管にも追従し
ます。
●チップには填入量の目安となる目盛り
が付与されています。
●チップ内に挿入されたガスケットを押
し出すことで、チップ内の製材を無駄な
く根管や窩洞に押し出すことができま
す。
●シリンジ部は指にフィットする操作性
の良い形状で、オートクレーブ対応で
す。
●セットには、シリンジ 1 本、チップ・ガ
スケットが各 20 本包装。
標準価格＝セット 3,600 円
単品：チップ・ガスケット
（各 100 入） 9,900 円
単品：シリンジ（1 本入） 1,200 円

日本歯科商社から発売された“サイレント
EC2”
（レンフェルト社製）は、技工用ハ
ンドエンジンなど２台の機器との連動が
可能になる２つの吸引チャネルを搭載し、
また、２つの吸引チャネルを個別にコント
ロールできる１台２役の技工用集塵器で
す。
【特徴】
●パワフルで長寿命にブラシレス EC モー
ターと採用し、
モーター稼働時間 5,000
時間以上を実現しました。
●吸引力は 3 段階の設定が可能です。
●インターフェースに LED パネルを採用
し、吸引チャンネルの切り替えや、吸引
レベル、アラートサインなどが直感的に
わかります。
●自動でファンファルターが振動し、粉塵
が集塵トレーに振るい落とされます。
●モーターの交換が簡単にできるメンテ
ナンス性に配慮した設計です。
●集塵トレーは大容量の約 7 リットル。ダ
ストバック方式でゴミの処理も簡単で
す。
●フィルターバッグが不要で経済的です。
標準価格＝本体一式

570,000 円

『 ハイブリッドコートⅡ 』
＜ サンメディカル ＞

形成後の生活歯を外来刺激から守ります！
今回ご紹介いたします商品は、サンメディカル㈱から発売中『ハイブリッドコートⅡ』
です。この商品は歯科用シーリング・コーティング材で、形成後の生活歯を外来刺激や二
次う蝕から守ります。特徴は薄く、硬く、しなやかで丈夫な被膜が歯頸部や形成後の疼痛
をブロックし、良質な樹脂含侵層が二次う蝕から歯質を保護します。
ご使用いただいた先生からも「疼痛を抑えることができ、患者さんからも喜ばれている
よ。
」とのお言葉をいただきました。
また、今年 12 月診療報酬の一部改正により保険点数の算定が可能となります。
（M001
歯冠形成１生活歯冠形成を行った歯に対するコーティング処理のみ保険請求可能）
11 月 20 日までキャンペーン実施中ですので、詳しくは弊社営業担当者までお問い合わ
せください。
大分店 営業課 林 秀人

標準価格＝セット 17,000 円
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★今週の新刊

デンタルダイヤモンド増刊号

『 患者の満足度を高める審美歯科の Q&A 』

『 聞くに聞けない補綴治療 100 』

～美しさと機能性の共存を目指して～

全国の開業医から「補綴」
「修復」
「インプラント」
「矯正」の 4 分野における審美歯科に関する質
問を募集し、
各分野のエキスパートが Q&A 形式
で回答。
歯や口元の健康美に関する現場の疑問を
解決し、日常臨床のワンランクアップを狙う一
冊。
●編集＝藤澤 政紀／新海 航一／渡辺 隆史
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,400 円＋税

『 歯肉ラインを整え歯肉退縮を防ぐ
BTA テクニックの臨床 』
～生物学的審美補綴法～

外科手術や矯正治療を行わず短期間に歯肉ライ
ンを整えることができる治療法「BTA テクニッ
ク」の初の成書。著者が 25 年ほど前に考案し
500 にもなる症例を積み重ね、歯肉の炎症、後
戻り、退縮を抑制し、長期にわたって審美性と健
康を維持できる、きわめて予後のよい補綴法を網
羅。
●著 ＝坪田 健嗣
●協力＝下野 正基
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝7,400 円＋税

“聞くに聞けない”シリーズ第二弾のテーマは補
綴治療。
「聞きたい、でも聞けない」の 100 の
疑問に、学術と臨床の双方のエキスパート総勢
112 名が、曖昧になりがちな知識を伝授した一
冊。
●監修＝河相 安彦／鷹岡 竜一
●編集委員＝小見山 道／鎌田 征之
稲垣 伸彦／松丸 悠一
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝9,000 円＋税
日本歯科評論増刊 2019
『 臨床の疑問に答える

安心・納得の歯科局所麻酔ガイドブック 』
ヒヤリハットや医療事故への対策を含めて安
心・安全な歯科治療を実践できるために、若手か
らベテランまでさまざまな状況に応じた麻酔処
置をサポートするためのアプローチを紹介した
一冊。臨床の疑問に答える Q&A、それらを裏付
ける詳細かる確かなエビデンスをもとに解説。
●監修＝一戸 達也
●編 ＝松浦 信幸
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝5,800 円＋税

『 成人矯正に必須の歯周治療 』
『 デザイニング・コンプリートデンチャー 』

～適切な矯正歯科治療を行うために～

総義歯臨床におけるチェアサイド＆ラボサイド
の作業工程を「43 ステップ」に分類し、それに
基づいて各工程でのポイントとコツをわかりや
すく解説。
弾性樹脂材を用いた埋没・重合法など、
精度向上のための新技法も随時紹介した一冊。

本書は、①基礎、②臨床、③ケアの 3 編から構成
されており、矯正治療と歯周治療に関する最新情
報を平易で簡明な解説に加え、写真・イラストを
多用しわかりやすくまとめた一冊。成人矯正に必
須の歯周治療を包括的に解説。

●編著＝小出 馨
●出版＝医歯薬出版
●価格＝7,000 円＋税

●編著＝下野 正基／大坪 邦彦
●出版＝医歯薬出版
●価格＝10,000 円＋税

月刊「デンタルハイジーン」別冊

『 天然歯の形態学 2 』
『天然歯の形態学 1』の続刊として、後続歯へ連
なる形態変化のスムーズな流れとその捉え方を
写真でまとめた完結編。前歯全体の形態の特徴
を、バランスや流れから「美しさ、調和、流れ」
を紹介。歯の形態の見かたや捉え方を学ぶための
ガイドブック。

『 脱・口だけ歯科衛生士 』
～わかる！活かせる！全身状態へのアプローチ～

全身状態を把握するためのスキル」と「全身トラ
ブル（全身的偶発症）への対応」について、イラ
ストを交えてビジュアルに解説。全身状態を学ぶ
うえでの足がかりとなる一冊。

０

●著 ＝脇田 太裕
●出版＝医歯薬出版
●価格＝30,000 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

●編著＝山口 秀紀
●著 ＝阿部田 暁子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,300 円＋税
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