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ウインドライト／岡部
＜ファン機能付口腔内撮影用ライト＞

イニセルインプラント／モリタ
＜超親水性インプラント＞

ガム・お口/のど殺菌スプレー
／サンスター
＜口腔咽頭薬/指定医薬部外品＞

岡部から発売された“ウインドライト”は、
ボタンを押すだけの簡単操作で、口腔内撮
影用ミラーのくもりを取り除いて、口腔内
撮影に必要な明るい視野を確保するファン
機能付き口腔内撮影用ライトです。これに
より、従来の口腔内撮影でストレスになっ
ていた外部からのライト調整、鏡面のくも
りを拭き取る作業から解放され、撮影時間
の大幅な短縮にもつながります。
-

【特徴】
●ボタンを押すだけの簡単操作で行えま
す。また、消し忘れ防止機能を搭載し、5
分で自動停止します。
●ファン機能によりミラーのくもりを抑え
ます。
●軽量なので持ち運びに優れ、取り回しが
快適です。
●医院で所有のミラーがそのまま使え、コ
ストパフォーマンスに優れています。
●一人での撮影の際も片手で素早く短時間
で撮影が可能です。
●ウインドライト専用のミラーも同時発
売。
標準価格＝本体一式
19,800 円
ミラー咬合面用
6,000 円
ミラー舌側用・頬側用 各 5,000 円

『 セラスマート
クリアランスゲージ 』
＜ ジーシー ＞

標準価格＝1 本入 4,800 円

モリタから発売された“イニセルインプラ
ント”
（トーメンメディカル社製造）は、
表面をコンディショニングすることで骨
芽細胞の吸着を促し、その結果、より早く
安定性を獲得することが可能な超親水性
インプラントです。イニセル専用カートリ
ッジ「APLIQUIQ」にコンディショニング
が同封されており、埋入直前に使用するこ
とでインプラント体を超親水性表面へと
改善させます。また、有機化合物を除去す
るのに効果的なアルカリ性溶液が表面を
水酸基で調整することにより、超親水性表
面を獲得します。
【特徴】
●コンディショニングされたインプラン
ト表面には血液中のタンパク質が均一
に吸着されます、インプラント表面のタ
ンパク質の吸着量が増加することによ
り、オッセオインテグレーションの初期
段階でフィブリンネットワークの形成
を促進させる効果が期待できます。
●0.5mm～2.5mm までの幅広いカラー
ラインナップで、前歯部から臼歯部まで
幅広く対応します。また、補綴パーツは
共通です。

標準価格＝
イニセルインプラント 34,800 円

サンスターから発売された“ガム・お口/
のどスプレー”は、0.3%濃度の有効成分
CPC（セチルピリジニウム塩化物水和物）
が患部にダイレクトに届く「お口」と「の
ど」の殺菌スプレーです。のどの痛みや腫
れ、介護が必要な方の口腔内の殺菌・消毒、
口臭除去に有効です。
【特徴】
●歯周病、ムシ歯、口臭、のどの痛みなど
の原因菌を殺菌・消毒します。
●効能・効果は、口腔内の殺菌・消毒、口
臭の除去、のどの炎症による声がれ・の
どのあれ・のどの不快感・のどの痛み・
のどのはれ等。
●1 日 4～6 回、1 回当り約 3～4 回口腔
内に噴射塗布し、吐き出し不要です。
●さわやかなハーブミントフレーバーで
す。
患者参考価格＝1 本（15ml 入）
880 円（税別）

簡単操作でクリアランスを測定できるゲージ！
今回ご紹介させて頂きます商品は、(株)ジーシーより販売されております『セラスマートクリア
ランスゲージ』です。この商品はたくさんの先生方から、CAD/CAM 冠ブロックを長期的に使用
する為には補綴物に厚みが必要であり、支台歯形成後にクリアランスを計測できるゲージが必要
だ！というお声が多かったため、それにお答えしてジーシー社から製品化された商品になります。
製品特徴と致しましては、①両頭 1 本（1.5/2.0mm）のインスツルメントであり保管場所を選び
ません。②消毒、滅菌ができるため衛生的に使用できます。③グリップ部に溝があるため滑りにく
く握りやすいです。④先端部が細いためアクセスしやすいです。
実際にご使用頂いております先生からは、
「クリアランスが取れているつもりでも取れてないケ
ースがあるため、クリアランスゲージを凄く重宝している。
」
「今まで感覚で削っていたのを確実に
削ることができる。
」
「クリアランス不足だと補綴物の破折の原因になるが、未然に防ぐことができ
る。
」とのお声を頂いております。2020 年 4 月より大臼歯 CAD/CAM 冠保険適応部位拡大によ
り、CAD/CAM 冠の申請数が全国的に増えております。これを機に一度お試し頂いてみてはいか
がでしょうか？詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。
鹿児島店 営業三課 山本 直弘
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★UK Boost 企画“松風エースクラップ ピンセット”のご案内！

ブレを生じさせないストレスフリーな歯科用ピンセット！
松風から発売中のビーブラウン・エースクラップインスツルメントの中から、“歯科用
ピンセット DA225R”を 6 月 21 日から 7 月 20 日までの期間中、特別価格にてご提
供させていただきます。軽量でありながら高強度、強靭性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ
た治療用ピンセットで、先端精度が非常に高く、安定したパフォーマンスを発揮します。
期間中、営業担当者が製品見本を持ち回りいたしておりますので、是非ともご体感いた
だき、この機会にご用命をいただきますようお願い申し上げます。キャンペーン中の特
別価格等、詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。
【エースクラップインスツルメントの特徴】
エースクラップでは世界の歯科治療のトレンドを把握し、歯科用インスツルメント
を約 1,600 種類提供しています。
古典的な診断用インスツルメントや抜歯用インス
ツルメントに始まり、最新のインプラント手術にも対応するエルゴプラントシリー
ズや独自設計のボーンミルなどもラインナップしています。また、マイクロサージ
ェリー用・外科手術用インスツルメントは医科手術で 175 年の歴史を誇るテクノ
ロジーに裏付けされた製品群もラインアップし、さらに歯科治療向けのエルゴペリ
オシリーズも 2015 年に製品ラインナップに加わりました。
※当社ではエースクラップインスツルメントの総合カタログを用意いたしておりま
すので、お気軽に営業担当者までお申し付けください。
標準価格＝歯科用ピンセット DA225R 2,500 円
※その他、歯科用ピンセットで全 6 種類をラインナップしています。

★今週の新刊

『 歯周再生療法を成功させる
テクニックとストラテジー 』
本書では 10 年以上の歯周再生療法の長期症例
を中心に、多くの臨床写真・イラストを用いて詳
細に解説を記し、その「成功の要因」
「失敗の原
因」などについて考察、現時点でどの治療法がも
っとも「予知性の高い歯周再生療法」か検討。そ
の精細なテクニックはもちろん、術前・術後の管
理、
術後併発症への対応についても余すところな
く解説した一冊。
●著 ＝宮本 泰和／尾野 誠
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝30,000 円＋税

『 まずはこの 1 冊から！ はじめてのホワイトニング 』

『 集まれ！訪問歯科衛生士ビギナーズ
在宅口腔衛生管理スタートブック 』
～訪問依頼への対応から日常的口腔ケアの指導まで～

これから在宅訪問診療をはじめる歯科衛生士向
けに、訪問診療の制度・お作法から専門的口腔ケ
アの勘所・介護者への口腔ケア指導まで、在宅訪
問で口腔衛生管理を行うためのすべてを伝授。は
じめて在宅訪問診療に出かける前に読んでおき
たい一冊。
●監修＝菊谷 武
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,200 円＋税

別冊ザ・クインテッセンス
『 歯内療法のパラダイムシフト 』

患者さんから「歯を白く、キレイにしたい！」と
言われるのに、ホワイトニングのやり方がわから
ない。
“ホーム”
“オフィス”
“デュアル”のうち、
どの方法を患者さんに勧めたらいいのか判断が
つかない。さらにホワイトニング関連薬剤や機器
の特徴もわからない…といったホワイトニング
初心者のための解説書。さらに近年、患者さんか
らの要望が強い歯肉を本来の健康的な色調に取
り戻す“ガムピーリング”についても解説。

三種の神器の登場（マイクロスコープ、コーンビ
ーム CT、Ni-Ti ファイル）と MTA の開発によ
り、ここ 10 年で歯内療法の考え方自体が様変わ
りしているなかで、歯内療法にもパラダイムシフ
トが起こっている。そのパラダイムシフトの概要
を分野別に画像診断から外科的歯内療法までの
16 編に分けて解説。さらに著名著者陣の勧める
MATERIAL から現在の歯内療法のトピックスを
探ることができる一冊。

●著 ＝新井 聖範／中島 航輝／長尾 龍典
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,600 円＋税

●監著＝北村 和夫
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税
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