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ポータキューブ＋／モリタ
＜訪問診療用ポータブルユニット＞

メルサージュ ヒスケアジェル
／松風

ソリディライト LED／松風
＜歯科技工用 LED 重合器＞

＜知覚過敏予防歯みがき剤＞

-

モリタから発売された“ポータキューブ＋”
は、チェアユニットと共通のハンドピース
を搭載したオールインワンの訪問診療用ポ
ータブルユニットです。訪問先でも普段と
変わらない診療が行え、静かで十分な吸引
を持つ標準吸引タイプに加え、より強力で
チェアユニットと同等の吸引力を持つ SV
（高吸引タイプ）をランナップ。便利な
LED ライト付きハンドピースも搭載し、
様々な機能により、快適な訪問診療をサポ
ートします。

松風から好評発売の歯みがき剤“メルサー
ジュヒスケアジェル”のフッ化物濃度を、
従来の 900ppm から 1450ppm へと大
幅に引き上げ、リニューアル発売されまし
た。知覚過敏の強い方に、いつものケアに
加えて使用するジェルタイプで、就寝前の
使用で、寝ている間に有効成分が歯の隅々
までしっかりケアします。

【特徴】
●ピックアップと同時に自動的に使用ハン
ドピースが切替わり、フットコントロー
ラーを踏むだけで使用が可能なハンドピ
ース自動切り替え機能を搭載。
●ハンドピースホルダーの位置が高く、床
に置いた状態でも快適にピックアップが
可能です。
●軽く持ち運びがしやすいコンパクトボデ
ィにより、室内での移動、車への積み込
みも快適です。
●訪問先での準備、後片付けが簡単に短時
間で行えます。また、ケース蓋にハンド
ピースをかける構造で、小さなスペース
にも設置可能です。

【特徴】
●有効成分を長く口腔内に停滞させやす
いジェルタイプで、発泡剤をほとんど含
まないため、ペーストタイプの歯磨剤よ
りも知覚過敏症状の強い方に適してい
ます。
●う蝕・根面う蝕予防に有効な高濃度フッ
素 1,450ppm 配合。
●歯の神経の周辺で痛み（刺激）の伝達を
ブロックする硝酸カリウムと、開口した
象牙細管をふさぎ、刺激をブロックする
乳酸アルミニウムを配合しています。ま
た、歯周病予防効果のあるβ-グリチル
レチン酸を配合し、歯肉の腫れや出血を
抑えます。

標準価格＝標準吸引タイプ 980,000 円
SV（高吸引タイプ）1,100,000 円

患者参考価格＝1 本（60g 入）
980 円（税別）

『 クラプロックス歯ブラシ 』
＜ ヨシダ ＞

松風から発売された“ソリディライト
LED”は、光源に高出力、長寿命の LED
を採用した技工用光重合器です。照射時の
重合室内の光分布が均一なため、広範囲で
安定した光重合が可能です。また、動作時
の騒音も静かな静音設計に加え、重合室を
広く設計しているため操作性に優れてい
ます。
【特徴】
●静音なのにハイパワー！実用性を重視
したシンプルな LED 重合器です。
●光源に青色 LED（455nm）12 個、白
色 LED（5000K）12 個、UVLED
（385nm）6 個を搭載。4 方向からの
光照射により広い重合エリアを実現し
ます。
●操作がしやすい広々とした重合スペー
スです。
●シンプルな操作パネルで、タイマースイ
ッチ（5 段階）を押した後、ドアを閉め
ると光照射が開始されます。
●汚れにくいアルミボディにより、衛生的
です。
標準価格＝本体一式 330,000 円

クラプロックスで最高のスマイルを！
今回ご紹介させていただく商品は、㈱ヨシダより発売されている『クラプロックス歯ブ
ラシ』です。このクラプロックス歯ブラシは、スイスで販売され、世界 75 ヵ国で愛用さ
れている歯ブラシです。この歯ブラシは、ナイロンよりも弾力がある先端 0.08 ㎜の
Curen®ファイバーの超極細毛が効率的にプラークを取り除きます。また、CS スマート
は一般的な歯ブラシの最大 10 倍の高密度植毛で、
歯ブラシの耐久性も一般的な歯ブラシ
の 3 倍となります。水を吸収されづらい素材なので菌の繁殖も抑えられます。ハンドル
の形状も 8 角形のハンドルで 45°の正しいブラッシング角度を容易に保つことができ、
患者さんへのブラッシングの指導もしやすい歯ブラシです。
ご使用頂いている医院様からは、
「歯肉にあてても痛くないし、色もカラフルでかわい
い。
」との声を頂いています。詳細につきましては弊社営業担当者へお尋ね下さい。

患者参考価格＝1 本 820 円（税別）

長崎店 営業二課 用皆 智広
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★今週の新刊

『 Hygienic Partial Denture と
Myo-Denture の最新臨床アトラス 』

『 ビジュアル 臨床補綴・歯周治療のマネジメント 』
～「咬合」と「天然歯のパフォーマンス」の調和～

本書は、part1 では歯周組織を守るよく噛める
ハイジェニックパーシャルデンチャーについて、
part2 のマイオデンチャー編では床義歯に必要
な口腔機能動態の再現をベースにした
Myo-Denture（総義歯）製作法をわかりやすく
解説した一冊。

歯科臨床における基本資料採得の方法から、補綴
臨床に必要な咬合の知識と診断法、歯周組織と咬
合力の関係、顎位と全身の調和までを、豊富な症
例写真とイラストを交えて、見やすく、わかりや
すく解説。歯科臨床の基礎知識から実践法までを
効率的に身につけられる一冊。

●著 ＝山下 敦／前田 照太／青木 太郎
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝16,800 円＋税

●著 ＝田中 秀樹
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝13,000 円＋税

エンド・ペリオ日常臨床のレベルアップコースⅢ

『 再根管治療の成功率を高めるスカンジナビアエンド 』

『 子どもの口と顎の異常・病変 歯と顎骨 編 』

～ガッタパーチャの除去で 70%で決まる！～

診査・診断の手法からディシジョンメイキング、
実際の治療法までを学ぶことで原因から再考す
ることができる、再根管治療に挑む術者必見の
書。中でも再感染根管治療を必要とする歯の状態
から治療難易度を算出し、患者説明等に用いるこ
とができる再感染根管治療難易度表は必見。

一般歯科医・小児歯科医が子どもの「歯と歯質」
「歯列とかみ合わせ」
「顎関節と顎骨」の異常・
病変、
「エックス線写真でみえる」異常・病変な
どを発見した際の、診断と治療の How to を簡潔
に解説。病変・異常の写真から検索できる QUICK
INDEX 付。

●著 ＝宮下 裕志
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,500 円＋税

●編著＝一般社団法人日本小児口腔外科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,500 円＋税

『 訪問歯科診療 プランニングの極意 』

『 食べる美容液 』

～エキスパートたちの実例でみる、
摂食嚥下をめぐる諸問題解決の糸口～

～歯科衛生士が教えるロイテリ菌レシピと至福の歯磨き～

医学的根拠はもちろん、歯科医師としての思い
（理念）に基づいた診療方針の立て方、対応を示
した、訪問歯科診療の症例集。大学病院をはじめ
開業医ら 9 名の摂食嚥下の専門家が、豊富な臨
床体験を紹介。各症例では、診療方針立案、治療
計画決定までの経緯を 3 ステップで明確に解説
した一冊。
●監著＝飯田 良平
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,000 円＋税

ヒト由来の乳酸菌「ロイテリ菌」の特徴と腸内・
口腔内環境を整える重要性、そのためのロイテリ
菌を使い、25 度以下で調理したレシピを掲載。
善玉菌を活用した健康的なライフスタイルを提
案した一冊。
●著 ＝丸橋 理沙
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝2,500 円＋税

別冊ザ・クインテッセンス

HYORON ブックレット

『 臨床家のための矯正 YEARBOOK2019 』

『 ルーペとマイクロスコープを上手に活用しよう 』

～成長期の反対咬合を考える～

～拡大視野診療のすすめ～

総論では成長期の反対咬合発症の背景と考え方
を解説。第Ⅰ部では 9 スタディグループが成長
期の反対咬合症例にアプローチした方法を紹介。
第Ⅱ部では 5 社関連企業の協力のもと、
各社製品
の特長や臨床例を紹介した一冊。

長年、拡大視野診療を実践しているエキスパート
が、ルーペとマイクロスコープの特徴や日常臨床
における使いどころ、治療の精度を向上させるた
めのポイントなどについて、症例を交えて分かり
やすく解説した一冊。

０

●編 ＝クインテッセンス出版
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 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

●著 ＝河島 紘太郎／斎田 寛之
須崎 明／殿塚 量平
橋爪 英城／樋口 琢善
●出版＝ヒョーロン
・パブリッシャーズ
●価格＝4,800 円＋税
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