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アマゾン & ジャンパー
／プレミアムプラスジャパン

歯周病・インプラント周囲炎
説明用模型／ニッシン

MAKE XL & SHUFFLE
DENTAL／日本歯科商社

＜デンタルスツール＞

＜説明用模型＞

＜2K 大容量歯科用 3D プリンター＞

プレミアムプラスジャパンから発売され
たデンタルスツール“アマゾン”と“ジャ
ンパー”は、オペレーターの疲労のことを
考え抜き、人間工学的にもっとも負担のな
い自然な姿勢になる実用的なサドル型デ
ンタルスツールです。高級感のある美しい
フォルムのスツールで、7 色のカラーバリ
エーションをラインナップし、院内を華や
かに添えます。

-

【特徴】
●足を広げるように座るため、座ったまま
簡単に移動ができ、作業効率も向上しま
す。また、着座中の太腿や臀部への圧迫
が軽減されるので、足のしびれやむく
み、疲れなどを改善します。
●施術中の座面高さ調整を足の踏み込み
だけで行うことができ、治療内容に合わ
せて簡単に微調整できるので作業効率
が上がります。また、手やグローブ、調
整レバーを汚すことなく感染予防対策
としても有効です。
●アマゾンは座面サイズ幅 340mm、ジャ
ンパーは座面サイズ幅 440mm です。
標準価格＝
フットコントロールなし 120,000 円
フットコントロールあり 140,000 円

『 シリコンポイント FG アット 5 』
＜ 松風 ＞

ニッシンから発売された“歯周病・インプ
ラント周囲炎説明用模型 PE-PER015”
は、ひとつの模型で歯周病とインプラント
周囲炎の骨吸収の違いなど、さまざまな比
較説明が可能な模型です。歯肉が着脱で
き、右左側で正常・病変の比較説明ができ
ます。
【特徴】
●歯周病とインプラント周囲炎の骨吸収
の違いを比較説明することができます。
●動揺歯や骨吸収、また歯肉発赤・腫脹の
説明が行えます。
●インプラント周囲炎によるインプラン
トの脱落の説明が行えます。

日本歯科商社から発売された“MAKE XL
DENTAL ” & “ SHUFFLE DENTAL ”
（Dental Bank 社製）は、2K HD の高ス
ペック解像度と歯科用強力 LED を搭載し
た大容量歯科用 3D プリンターです。歯科
用 3D プリンターとして優れた精度を実現
し、LCD 方式のより大きなプリントエリア
で迅速に様々な歯科技工物の製作に対応し
ます。
【特徴】
●フルサイズ配列式UV-LED光源を採用し
平均受光率 95%以上の光を伝送。造形範
囲をより大きくより正確にし、医療用途に
必要な十分なクオリティを実現します。
●従来の HD 解像度に比べ造形コントラス
トが 60%向上し、30W の高強度光源、
Omron 光学リミットスイッチを内蔵。一
般の電気機械式リミットスイッチの 5 倍
の感度を実現します。
● MAKE XL は 、 W190 × D120 ×
H200mm、SHUFFLE は、W120×
D68×H200mm のプリント領域です。

標準価格＝模型一式 30,000 円

標準価格＝MAKE XL 450,000 円
SHUFFLE 350,000 円

チェアサイドの時短にオススメの“シリコンポイント FG アット５”
今回ご紹介させて頂く商品は 2013 年に松風より発売されております、増速コントラ専
用の『シリコンポイント FG アット 5』です。５倍速コントラにて FG ダイヤバーでの形
成を行われる先生方へは効率の良い商品だと思います。主流はエアータービンや 5 倍速コ
ントラでの形成後、等速コントラに装着しなおして形成や研磨を行われると思いますが、
シリコンポイント FG アット 5 を使用するとコントラの持ちかえの手間が省けます。
また、
5 倍速コントラならではのトルクや軸ブレの少なさに加え、通常のコントラ用シリコンバ
ーと比べリーチが短く小児や開口の少ない患者様や臼歯部など使用できる範囲も広がりオ
ススメです。形態は#28 のみですが、貴金属用（M2・M3）
、天然歯・陶材用・コンポ
ジット用（U1・U2・U3）の 5 種類がございます。是非この機会にご検討ください。
※最高許容回転速度は 2 万回転以下につきエアータービンでは使用できません。

標準価格＝各種（12 本入）1,750 円

福岡店 営業一課 森田 健朗
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★今週の新刊

『 包括的歯科治療で審美と機能を極める 』
～TOP アナライザーコンセプト～

咬合平面等の三次元診断のための「TOP アナラ
イザーコンセプト」
を取り入れた最適な包括的歯
科治療の概要から診査・診断・治療計画、そして
各分野における治療の流れ等を、
数多くの臨床例
を挙げながら包括的にかつわかりやすく解説さ
れており、
総合的な知識を習得するうえで非常に
有効な一冊。
●著 ＝田ヶ原 昭弘
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝12,000 円＋税

『 大事なコトだけまるわかり！
口腔マイクロバイオーム 』
特定の部位に生息している常在細菌「マイクロバ
イオーム」
。う蝕と歯周病の新常識として、ちょ
っと難しいマイクロバイオームの肝心なところ
がダイジェストで読める一冊。長くメインテナン
スしていくことの重要性を再認識できる書。
●著 ＝伊藤 中／足本 敦／小島 美樹
●出版＝インターアクション
●価格＝4,800 円＋税

『 口腔がんについて
患者さんに説明するときに使える本 』
怪しい口内炎を発見したときの対処法、患者説明
をする際のエビデンスなどを掲載した、より臨床
に即した内容の書。患者教育に役立てれるよう、
チェアサイドで患者さんが理解しやすいように
平易な表現と図表を多用した一冊。
●編著＝柴原 孝彦
●著 ＝野村 武史／柳下 寿郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,800 円＋税

『 歯科医院開業バイブル 』
初めての開業に悩む先生方が知っておくべき、押
さえておくべきポイントが整理された、プロから
学べる実践的ハウツー本。近い将来の開業に備え
て、まずは本書で理論武装をすることをお勧めす
る開業入門書。
●編集委員＝荒井 昌海
●著者＝指原 利基／山下 剛史／雨谷 祐之
赤司 征大／渡辺 俊一／田尾耕太郎
瀬戸 昭洋／小山 雅明／本多 隆子
中村 和正／今村 正
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝6,000 円＋税
『 歯科医師・研究者チームによる歯周治療の

コンセンサス ➀歯周炎の新分類(2017) 』
本書は、2019 年 7 月に開催された「第 1 回歯
周治療のコンセンサスミーティング」をまとめた
書。臨床論文・症例報告・臨床経験のバランスを
配慮し、発表の内容および臨床質問に対するコン
センサスレポートを、わかりやすい文章表現と図
表を存分に活用してまとめた一冊。
●世話人＝吉江 弘正／二階堂雅彦／畑めぐみ
●出版＝インターアクション
●価格＝3,000 円＋税

『 これからはじめる
周術期等口腔機能管理マニュアル 第 2 版 』
平成 30 年度の診療報酬改定で周術期口腔機能
管理が大幅に変更され、歯科疾患や口腔衛生状態
不良の患者にも対象範囲が拡大され、それに伴
い、他の病気に発展する前の口腔機能管理の重要
性がますます大きくなっている現状を、多角的な
観点で見直しを図った周術期等口腔機能管理マ
ニュアル本。
●監修＝別所 和久
●出版＝永末書店
●価格＝3,000 円＋税

『 がん治療に伴う
粘膜障害マネジメントの手引き 2020 年版 』
本手引きでは、MASCC/ISOO のガイドライン
などを参考に、日本の実臨床に役立つ、粘膜炎の
予防・治療の指針を Q&A 形式で解説。
発症機序、
発症頻度、特徴・症状などについても解説し、口
腔粘膜炎の写真も多数掲載した一冊。
●編集＝日本がんサポーティングケア学会
日本がん口腔支持療法学会
●出版＝金原出版
●価格＝2,800 円＋税

知ってびっくり！歯のひみつがわかる絵本

『 つよい歯をつくろう 』
口の中には、むし歯になることを防ぎ、歯を強く
するしくみがあり、だからといって歯みがきをし
なくていいわけではありません。歯に関する正し
い知識がよくわかる絵本シリーズ。
●著・文＝北川 チハル
●イラスト＝ながおかえつこ
●出版＝くもん出版
●価格＝1,500 円＋税

０
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