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TRＩOS オーラルスキャナ
MOVIE Plus／松風

オドウオッシュ & オドキラー
／キクタニ

セラスマート 270（HT）
／ジーシー

＜オーラルスキャナ＞

＜脱臭剤＞

＜CAD/CAM 用高靭性ハイブリッドブロック＞

キクタニから発売された“オドウオッシ
ュ”と“オドキラー”は、スピットンから
の戻り臭の除去や石膏泥の悪臭除去に効
果的な消臭剤です。成分である銅イオンに
より微生物の繁殖を抑えます。

ジーシーから発売された“セラスマート
270（HT）
”は、審美性に優れた透明感を
追求した CAD/CAM 用高靭性ハイブリッ
ドブロックです。口腔内スキャナー（IOS）
を用いた審美診療にフォーカスを当てた
ハイブリッドブロックです。

2 月 21 日に“TRIOS3 オーラルスキャナ
ーMOVIE Plus”が松風から発売されます。
従来機「TRIOS3 MOVIE」の後継機種で、
タッチパネルのサイズが従来の 13.3 イン
チから 15.6 インチへとサイズアップし、視
認性がさらに大きく向上します。

-

【特徴】
●患者様を魅了するスタイリッシュなデザ
インと、鮮明なフル HD タッチパネルデ
ィスプレイを搭載。
●TRIOS3 を全種類収納可能なスキャナホ
ルダーを搭載。
●モニターアームは高さと角度を自在に調
整可能で、しかも軽量設計なのでスムーズ
な移動が可能です。
●専用 PC は、スキャニングデータの保存に
適した大容量 1TB SSD を搭載。
●付属のコミュニケーションツール
「3Shape Communicate」により、歯
科医院と歯科技工所でデータの送受信が
簡単、迅速に行えます。
標準価格＝MOVIE Plus
ワイヤレスタイプ
有線タイプ
有線タイプ Basic

8,000,000 円
7,150,000 円
4,550,000 円

『 TMR-MTA セメント ミエール 』
＜ YAMAKIN ＞

【オドウオッシュの特徴】
●スピットンからの戻り臭の除去と菌の
繁殖抑制に効果的です。
●始業前や始業後のスピットン回りの清
掃後にオドウオッシュをスピットンの
内面に万遍なく回し入れ、その後に水を
流すことで排水管からの戻り臭を予防
します。
●排水管内の硫化ガスの発生を抑制し、多
孔質ゼオライトが悪臭を吸収します。
【オドキラーの特徴】
●石膏トラップ内の石膏泥や排水管から
の悪臭、戻り臭を抑制します。
●硫化水素の除去と有害物質の濃度軽減
に効果的です。
標準価格＝オドウォッシュ・オドキラー
400ml 入 各 2,800 円

【特徴】
●「ナノフィラーテクノロジー」をさらに
進化させた新技術「FSC テクノロジー」
を採用することにより、従来のセラスマ
ートと比べてフィラー充填率が 10%ア
ップし、さらに高い物性を実現しまし
た。
●従来のセラスマート同様のミリング性
を有し、研磨性、光沢維持性に優れた透
明性の高い高靭性ハイブリッドレジン
ブロックです。そのため、より透明性が
求められる審美性の高いインレーやア
ンレー症例に適しています。
●Aadva CAD/CAM 用とユニバーサル
用をラインナップ。色調は全 5 色。
標準価格＝1 箱（5 個入）
サイズ 12 13,200 円
サイズ 14 13,450 円

MTA セメントをもっと手軽に！
今回ご紹介させていただきます商品は、YAMAKIN㈱より発売されております歯科
用覆髄材料『TMR-MTA セメント ミエール』です。
この商品の特長としましては、①従来品より X 線造影性を 60%向上させ、レント
ゲンや CT による観察がしやすい。②ビスマスフリーで、変色しにくい。③水となじ
みが良く、練和が容易④少ない水の量で練和できるため、硬化が速い。⑤安価である。
などが挙げられます。容器は取り出しやすいマイクロチューブタイプと大容量のガラ
ス容器 2 種類（3g、10ｇ）をラインアップしています。
現在、ご使用頂いている医院様からは、
「MTA セメントがこの価格帯なら幅広い症
例に使用できる。
」
「今までの MTA に比べて操作性がいい！」などのお声をいただい
ております。詳細につきましては弊社営業担当者までお問い合わせください。

標準価格＝0.2g×3 本入 3,600 円
3g ビン入
7,500 円
10g ビン入 15,000 円

鹿児島店 営業四課 岩切 満
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★今週の新刊

『 院長が知っておきたいスタッフエデュケーション 』

『 ＩT 時代に必要な集患コンサルティング Q&A 』

～スタッフ教育の決定版！ 勤務医・歯科衛生士
・歯科助手・受付・事務の育成がよくわかる～

～「Web 広告」
「看板」
「ファン作り」
ここまでできる！どこまで OK？～

勤務医、歯科衛生士、歯科助手、受付、事務の教
育の取り組みのほか、助成金制度、医療安全、人
事評価制度、TC、アンガーマネジメントなどス
タッフ教育に役立つ知識や情報を収載。
気鋭の歯
科医師 6 名がスタッフ教育の実践法を披露した
一冊。
●監修＝MＩD-G
●編著＝荒井 昌海
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,500 円＋税

「スマホが当たり前」となった現在、集患・広告
に際して、インターネットの活用はもちろん、看
板やイベント、口コミなど、歯科医院の情報発信
が鍵を握ります。効果的な HP 作り、Web 広告
および広告規制、アクセスアップ対策、看板作り、
医院のファン作りなどの情報が、Ｑ＆Ａを交えて
わかりやすく解説した一冊。
●編著＝田尾 耕太郎
●著 ＝原 裕司／根本 和馬
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,200 円＋税

『 選ばれ続けるクリニックをつくる本 』

『 歯科医療のシステムと経済 』

～患者&スタッフの満足度の高いクリニック経営～

～18 世紀から 21 世紀まで～

「選ばれ続けるクリニックであるためのコンサ
ルテーション」提供者と「メディカルサポート・
コーチング」提唱者がタッグを組み、理想のクリ
ニック経営のノウハウを余すことなく紹介した
一冊。

「これからの歯科医療の未来をつくっていく歯
科関係者の方たちが、今までの歯科医療の流れを
俯瞰して知ることができるように」との思いでま
とめた書。長期的な視点で、歯科医療制度や注目
トピック•器械などの流れを知ることができる
一冊。

●著 ＝濵田 真理子／奥田 弘美
●出版＝日本医事新報社
●価格＝3,500 円＋税

●著 ＝安田 登／久保寺 司
水谷惟紗久
●出版＝日本歯科新聞社
●価格＝4,000 円＋税

『 歯科臨床画像診断のチェックポイント 』

『 国際学会 English 口頭発表
研究発表のための英語プレゼンテーション 』

『臨床編』では歯科臨床で遭遇するさまざまな疾
患や異常の画像診断 について、画像検査の進め
方、各疾患の画像所見の特徴、診断や治療方針に
おける考え方を臨床で理解しやすいようにてい
ねいに解説し、
『基礎編』では口内法、パノラマ
および歯科用 CBCT の撮影やデジタル画像処理
の勘どころを、歯科臨床で実際に経験することが
多い事例に沿って解説した一冊。

実際の講演・プレゼンテーションから厳選した英
語フレーズ例を掲載し、効果的な発表のために、
すぐに活用できる書。また、日本人が間違えやす
いポイントを多数紹介し、プレゼンテーションテ
クニック向上のための必須の手引き書。初学者で
も学びやすく、簡単でわかりやすい英語で執筆
し、きーぽ委員とは日本語で紹介。
●著 ＝C.S.Langham
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,000 円＋税

●編著＝勝又 明敏／神部 芳則
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,500 円＋税
『 成長・発達期における不正咬合の早期治療 』

『 訪問歯科で威力を発揮する“食支援” 』

成長・発達期における咬合の発育と育成に関する
概論から、咬合のルールと生理的機能咬合の役
割、
不正咬合の治療と咬合育成への戦略と戦術な
ど、臨床症例を交えるとともに、機能的咬合育成
を考慮した早期治療の重要性を解説した一冊。

“口腔ケア”から、さらに現場で求められる“食
の復活”
が成功するのはどのようなことが必要な
のか？訪問歯科でポイントとなる口腔ケア、
食支
援、家族・介護者との関係に的を絞り、訪問歯科
が成功するためのアドバイスを網羅した入門書。

●著 ＝佐藤 貞雄／白数 明義
●出版＝第一歯科出版
●価格＝16,000 円＋税

●著 ＝寺本 浩平
●出版＝医学情報社
●価格＝4,500 円＋税

０
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