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ララ 17／白水貿易

ガム歯周プロケアデンタルブラシ

＜クラス B オートクレーブ＞

指導用ハブラシ／サンスター

ディーマ プリントシリーズ
／クルツァージャパン

＜歯ブラシ＞

＜3D プリンター造形用インク＞

白水貿易からコストと滅菌性能を両立し
たクラス B オートクレーブ“ララ 17”が
新たに発売されました。人間工学に基づい
た機能的なデザインと、シンプルながら機
能は充実。チャンバー容量は 17ℓ（直径
195mm・奥行 312mm）で、滅菌コン
テナやカセットにも対応する容量です。
【特徴】
●4.3 インチのタッチスクリーンディスプ
レイで見やすく使いやすいメニューレ
イアウトで誰でも簡単に操作できます。
●滅菌時間は 38 分程度（B ユニバーサル
134 モード・被滅菌物重量が約 2kg の
場合）
。スチームジェネレーターにより
所要時間を短縮します。
●サイクルレポートを USB メモリー（標
準装備）もしくは Wi-Fi（オプション）
経由でパソコンやラップトップへ自動
的に保存します。
●サービスドアを開けるとすべての機能
へアクセスが可能です。凹凸も少なく清
掃も楽に行えます。
●モジュール式の脚を採用したコンパク
ト設計。置く場所を選びません。
標準価格＝本体一式 980,000 円

『 K2SW 』
＜ メディカルプログレス＞

標準価格＝本体一式 178,000 円

サンスターから歯科衛生指導をサポート
するガム歯周プロケアデンタルブラシ“指
導用ハブラシ”が発売されました。院内指
導で開封しやすい包装仕様で、キャップ付
きで TBＩ後は衛生的にお持ち帰りができ
ます。歯ブラシは先端 3 本毛が歯肉にやさ
しく当たるので、歯肉の炎症が気になり始
めた方、歯肉退縮が進んだ方にお勧めの歯
ブラシです。
【特徴】
●定番サイズの 3 列コンパクト（#388）
に加え、4 列超コンパクトの＃488 は
縦に短く少し横長の超コンパクトヘッ
ドです。歯列弓の小さな方、磨きづらい
頬側面や舌側面の清掃におすすめです。
●独自開発の先端が 3 本に分かれたやわ
らかな超極細毛が歯とハグキの間に入
りやさしい使用感を実現します。
●パッケージの QR コードから製品紹介ペ
ージにアクセスでき、指導後も患者さん
をサポートします。
標準価格＝1 箱（100 本入） 7,800 円

クルツァー社の 3D プリンター「カーラプ
リント 4.0」専用の義歯製作用インク“デ
ンチャーベース”と“デンチャーティース”
が新たに発売されました。高精度・高速造
形・経済的なデジタルデンチャーの製作が
可能です。
【特徴】
●デンチャーベースは、PC 上で製作したデ
ジタルデンチャーを歯科用プリンター
「カーラプリント 4.0」で造形し義歯を
製作することが可能です。色調はライト
レディッシュピンクとオリジナルピンク
の 2 色をラインナップ。
●デンチャーティースは、義歯の人工歯部
分を製作するための造形用インクです。
プロビジョナルレストレーション用とし
て使用することも可能です。A1、A2、
A3 の 3 色をラインナップ。
●以下の QR コードより、デジタルデンチ
ャー造形のイメージビデオを閲覧するこ
とが可能です。

標準価格＝デンチャーベース 70,000 円
デンチャーティース 60,000 円
※内容量は各 1,000g 入

軽くて長持ち！！ ワイヤレス LED ライトシステム
今回ご紹介させていただきます商品は、㈱メディカルプログレスより先日発売されましたワイヤレス
ヘッドライト LED システム『L2SW』です。これまでもオーダーメイド製で幅広いラインナップでお
馴染みの拡大鏡と、均一な光を術者に提供できる LED システムとして高い評価を頂いておりました
XENOSYS 社より遂に、ワイヤレスタイプが発売されました。
本製品の最大の特徴はやはり、ワイヤレス化することで LED ライトとバッテリーをつないでいたコード
が無くなり、有線タイプでは何かと制限もあり術者へのストレスがかかっていたことが大幅に軽減され
ることだと思います。また、バッテリー装着時でも（S サイズバッテリー使用時）わずか 26.5g と圧倒
的な軽さや、気になるバッテリー駆動時間も最長 8 時間 30 分（バッテリーＬサイズ装着時）と、日常
の診療は勿論、往診先、検診先でも安心して使用することが可能です。バッテリーはＳサイズ 2 個・Ｌ
サイズ 2 個の計 4 個を標準装備しており安心してご使用いただけます。
実際にご導入頂きました先生からは、
「コードレスが便利なのは解るけど…バッテリーの持続性が心配
だね。
」とのお言葉を頂きただきましたが、導入後は「標準装備で４個バッテリーがついているので安心
して効率よく使っているよ。
」とのお声を頂いております。この機会に是非、コードレス LED システム
「L2SW」をご検討ください。
熊本店 営業一課 小田 潤
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デンタルダイヤモンド増刊号

★今週の新刊

『 マストオブ・ディフィカルトケース 』

『 はじめてのＩOS 』
～口腔内スキャナーの選び方・使い方ガイド～

～歯内療法の難症例を攻略するアイデア集～

各種 IOS の特徴、使用感、効果的な使い方、導
入の際に考慮すべきポイントなど、IOS による
デジタル臨床を目指す臨床家の
「これが知りたか
った！」をピンポイントで解説した一冊。

歯内療法は、う蝕処置や歯周病治療と同様に感染
との戦いであり、感染を制御できなければ、難症
例に陥る可能性が高まります。本書は、歯内療法
専門医らがそのような難症例を攻略するための
アイデアを症例ベースで解説。加えて、個々が愛
用&頻用しているお勧めの器材・材料も紹介。臨
床の引き出しをおおいに増やせる一冊。

●監修＝一般社団法人
日本臨床歯科 CADCAM 学会
●編集委員＝草間 幸夫／井畑 信彦
武末 秀剛／佐々木 英隆
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,400 円＋税

●編著＝北村 和夫
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝8,000 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
SRP の実績と歯肉縁下デブライドメンヨの近未来 』

『 治癒に導くエンドの秘訣 』
～難症例克服のための歯内療法ケースブック～

大学歯学部・歯科大学および歯科開業医から歯周
病の各分野でリードしている十数名の歯科医療
従事者が参加したコンセンサスミーティング。そ
のミーティングでの議論を踏まえ、臨床論文・症
例報告・臨床経験のバランスを配慮しながら、発
表した内容および臨床質問に対するコンセンサ
クレポートを、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。

診査・診断における現在の潮流から、難症例とな
りうる歯および歯髄腔の解剖学的問題や偶発症
誘発の原因、そして外科的対応のポイントについ
て解説。また、従来のコンベンショナルなアプロ
ーチから、マイクロスコープや CBCT、MTA な
どの機器・材料・術式を活用した最先端の取り組
みまで、バリエーションあふれる症例を網羅。

●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＝3,600 円＋税

●編著＝阿部 修／興地 隆史
木ノ本 喜史／中田 和彦
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝9,000 円＋税
月刊デンタルハイジーン別冊

『 MB2 上顎大臼歯近心頬側第 2 根管の歯内療法 』
「近心頬側第 2 根管は無いのか？」
「見つけられ
なかったのか？」または「MB1 と MB2 の両方
を治療したにもかかわらず根尖病変が治らない
のはどうしてか？」
。本書では、そのような難易
度の高い MB2 治療をマイクロスコープ、
CBCT
などの器具も使用しどのように進めるか、
その根
管治療についてわかりやすく紹介した一冊。
●著 ＝牛窪 敏博
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,400 円＋税
『 歯科医院の経営をチームで考える！
歯科医院をまとめるリーダーのための教科書 』
歯科医院という組織の中で、経営の立場にいる院
長、役職に就いたチーフといった経営側で行動す
る方々に贈る待望の歯科医院経営学の教科書。多
くの社会変動を包含した経営学を基に組織の中
での生き方、働き方、成長など、働く人の悩みま
でを実態に即して導いた一冊。
●編著＝小原 啓子
●著 ＝角田 祥子／八尾 芳樹
松坂 文則／河野 佳苗
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,400 円＋税

『 流れでわかる！インプラントの
アシスタントワーク・メインテナンス 』
インプラントの成功率と生存率を高めるための
ヒントについて、かわいらしいイラストを交えて
解説。アシスタントワークとメインテナンスとい
う視点からインプラントが理解できる一冊。
●監修＝小宮山 彌太郎
●執筆＝山口 千緒里
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,300 円＋税

『 やってみよう！インプラントオーバーデンチャー 』
下顎無歯顎患者に対する第一選択とされるイン
プラントオーバーデンチャー（ＩOD）を実践す
るための、エビデンスと臨床実感に基づく臨床ガ
イドブックの決定版。インプラントオーバーデン
チャーを手に入れるための歯科医師必読の一冊。
●編 ＝金澤 学／水口 俊介
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,000 円＋税

０
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