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クリンプロ ホワイト
バーニッシュ F／スリーエムジャパン

デントクラフト
らくらくクリーン／ヨシダ

＜知覚過敏抑制材＞

＜酵素系洗浄剤＞

スリーエムジャパンから 7 月 21 日に発売
された“クリンプロホワイトバーニッシュ
F”は、フッ化物配合の知覚過敏抑制剤です。
優れた滞留性と耐酸性を併せ持つペースト
であり、象牙細管を封鎖することにより、
知覚過敏を抑制致します。また、３M 独自
のｆTCP テクノロジーが採用されており、
フッ化物に加えてリン酸カルシウムも配合
されているため、それらの成分が徐放され、
塗布した箇所の歯質強化にも繋がります。

-

【特徴】
●幅広い症例に適応しており、知覚過敏部
位、露出根面、初期う蝕、酸蝕傾向のあ
るう蝕リスクの高い部位に使用が可能で
す。
●滞留性のあるフッ化ナトリウムを含むコ
ーティングにより象牙細管を封鎖し、知
覚過敏を抑制します。フッ化ナトリウム
を最大 24 時間継続的に放出します。
●ブラシとバーニッシュ材が 1 つのパッケ
ージ内に入っているため衛生的で、往診
等にも容易に持ち運びが可能です。
●筆で塗布でき、塗布後は歯面の乾燥や洗
口が不要なシンプルな使用方法です。
●フレーバーはチェリー、メロン、ミント
の 3 種類をラインナップ。
新発売キャンペーン価格＝10,640 円
（1 箱 25 個入＋各フレーバー1 個ずつ）

『 SD オートクリーンディスポ 』
＜ サンデンタル ＞

ヨシダから発売された“デントクラフトら
くらくクリーン”は、使用済みの歯科用器
具類にスプレーし、泡で覆って洗浄する酵
素系洗浄剤です。忙しい診療の合間に、シ
ュッとスプレーするだけ！鉄やアルミニ
ウム、ステンレス、プラスチック、ゴム、
シリコン等、様々な材料・用途に対応が可
能です。
【特徴】
●タンパク溶解酵素含有で、洗浄物に付着
したタンパク質を強固に溶解し、除去し
ます。
●血液凝固防止剤を含有しているので、ウ
ォッシャーディスインフェクターの一
次洗浄にもおすすめです。
●洗浄物のサビを防止し、洗浄物の表面を
保護するリンス剤の役割をします。
●器具には触れることなく、汚れを泡で分
解除去します。忙しい時はそのままにし
て「後からまとめ洗い」も可能です。
標準価格＝500ml スプレー 2,900 円
詰替用 2L
6,400 円

ラボライト DUO／ジーシー
＜歯科技工用重合装置＞

ワークフローを変える、2WAY 仕様の歯
科技工用重合装置“ラボライト DUO”が
ジーシーから発売されました。使用シーン
に合わせてフルモード（本重合）
・ステッ
プモード（仮重合）の 2 つのモードを簡単
に使い分けでき、ワークフローをよりスム
ーズに行えます。さらにドアが上方に開口
することで様々な方向から室内へのアプ
ローチを可能にし、ドアの開く方向を気に
することなく作業や設置が行えます。
【特徴】
●青色 LED（465nm～485nm）と紫色
LED（390nm～400nm）を採用し、
光重合レジンからナノコートカラー
（GC 社製）などの表面滑沢材まで幅広
い材料の硬化に対応します。
●真上はもちろんのこと、斜め上、真横方
向からの照射を可能にした重合室で、さ
らに反射板と台が回転することにより、
従来では光が当たりにくかったアンダ
ーカット部などにも、十分に光が当たる
設計です。
●インターフェイスはシンプルに、必要な
時間を選ぶだけでスタートするため、直
感的な操作が可能です。
標準価格＝本体一式 260,000 円

簡単メインテナンスでオートクレーブ内も綺麗に！
今回ご紹介させていただきます商品は、サンデンタル㈱より発売のオートクレーブ洗浄液『SD
オートクリーンディスポ』です。オートクレーブは使えば使うほど内部に汚れが付着していきま
す。SD オートクリーンディスポは３ヶ月に１回使用すれば酒石酸という成分がチャンバー内の
酸化被膜や金属焼けを簡単に除去してくれます。使用方法といたしましては、①SD オートクリ
ーンディスポを直接チャンバー内の水量センサーにかかるまで入れる。②貯水タンクに通常の約
半分の水を入れた状態で乾燥工程を省略してオートクレーブを作動。③終了後汚れている箇所を
やわらかい布で軽く拭き上げ汚れを除去。以上のように３ステップで簡単に清掃作業を行う事が
出来ます。清掃作業後は貯水タンクの中に汚れが溜まるため一度水をすべて捨て、再度水をタン
クにためて通常の滅菌作業を行ってください。
ご使用いただいている医院様からは、「オートクレーブを簡単で綺麗に清掃できるのはいい
ね。
」とお声を頂いております。詳細につきましては、弊社営業担当者までお尋ねください。

標準価格＝500ml 入
2,000 円
1200ml 入 3,900 円

長崎店 営業一課 山下 隆乃介
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★今週の新刊

『 アライナー矯正歯科治療 』

『 GP のエンド，専門医のエンド 』

～CLEAR ALIGNER TECHNIQUE～

～GP にもできる米国式無菌的処置のテクニック～

近年注目を集めているクリアアライナー治療に
ついて診断と治療計画の観点からアプローチし、
生体力学や固定などの伝統的な歯科矯正学の原
理をクリアアライナー治療にどのように適用す
るかを解説。
また後半ではクリアアライナーで不
正咬合を治療する臨床的な方法や問題解決につ
いても具体的に詳解した、
アライナー矯正歯科治
療の手引き書。

本書は、米国式の歯内療法を学んだ著者たちが、
日常臨床で行っている「診査・診断」
「ラバーダ
ム防湿」
「ガッタパーチャポイントの消毒」
「根管
形成」
「根管洗浄」
「根管充填」
「仮封」
「封鎖性の
高い歯冠修復」に基づいた「高い成功率を維持す
るエンドのルール」と「技術的トレーニング」を
詳細に解説した一冊。

●著 ＝Sandra Tai
●監訳＝五十嵐 一／森本太一朗／長尾 龍典
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝23,000 円＋税

●監著＝石井 宏
●著 ＝黒瀬 尚利／池田 洋之／小笠原正卓
小野里太郎／湯本 真幸／青山 登
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,500 円＋税

『 骨増生テクニック&骨補填材料 2020 国内トレンド 』
～ベーシックからアドバンスまでの
エビデンスに基づく 123 インプラント症例～

国内で薬事承認を得ている最新の骨補填材料を
インプラント適応、適応外に分けて巻頭論文で解
説。また、日本インプラント臨床研究会を代表す
る 4 名の先生の骨増生テクニックや、
最新のイン
プラント症例を 8 項目に分類し収録。
良質なイン
プラント治療を目指す臨床家必見一冊。
●編 ＝一般社団法人
日本インプラント臨床研究会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,000 円＋税
『 にしだわたるドクターの歯医者さんに
行きたくなるお口と糖尿病のお話 』
～

『 イラストで学ぶ エンドのバイオロジー 』

本書では治癒、炎症、免疫といったメカニズムが
豊富なイラストとともに平易に述べられ、生体で
は今何が起きていて、何を目的として処置を行う
のかを明確にとらえるよう提起されている。経過
が目に見えないエンド治療において、不安・疑問
をかかえた患者と真摯に向き合い治療にあたる
うえでの、生体への深い理解を促す一冊。
●著 ＝吹譯 景子
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,000 円＋税
別冊ザ・クインテッセンス

『 口腔外科 YEARBOOK 一般臨床家、口腔外科医
のための口腔外科ハンドマニュアル’20 』

歯周病と糖尿病。この 2 つの怖い病気が関連し
ていることは、
患者さんには十分に知られていな
い。そんな状況を変えるため、歯医者さんとの出
会いで人生が変わった糖尿病専門医が、
お口の健
康と糖尿病の深〜い関係を解説した一冊。

ベーシック編で上顎正中埋伏過剰歯の抜歯、口腔
内消炎手術、糖尿病患者とインプラント、顎関節
症や睡眠時無呼吸症の対応等を取り上げ、またア
ドバンス編では有病者の口腔管理を解説した口
腔と全身の管理編も掲載した一冊。

●著 ＝西田 亙
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,700 円＋税

●編 ＝日本口腔外科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

『 歯科診療節約のスゴ技 』
～スマートコストダウンで診療の質と効率を UP！～

少ない資源（時間、費用、マンパワー）で高い診
療の質を達成する！歯科医師が診療においてコ
スト意識を持つことの重要性を明確に解説し、ま
た臨床における正しい支出削減と時間短縮につ
いて、具体的な金額とともにポイントやコツを詳
説。効率のよい診療ができる本物の『節約』をま
とめた一冊。
●著 ＝佐藤 裕二／佐藤 美穂子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,500 円＋税
０

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

『 もう他院のインプラントで困らない！
これならわかる・できるインプラントメインテナンス 』
「自院ではインプラント治療はやっていない」
「他院で入れたインプラントなんて怖くて触れ
ない」など、他院で埋入されたインプラントでお
困りの歯科医師・歯科衛生士の方に“これならわ
かる・できるインプラントメインテナンス”を紹
介した一冊。
●編著＝清水 智幸／関野 愉
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,400 円＋税
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