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パノーラ A1／ヨシダ

ピュアメーカー／日本歯科工業社

＜歯科用 2D/3D レントゲン装置＞

＜卓上型精製水器＞

クリーンボックス モバイル
／ニッシン
＜技工作業用 BOX＞

ヨシダから発売された“パノーラ A1”は、
これまでのヨシダ 3D 史上最小クラスのコ
ンパクト設計を実現したデジタル式歯科
用パノラマ・断層撮影 X 線診断装置・アー
ム型 X 線 CT 診断装置です。既存のレント
ゲン室内のスペースを有効的に活用する
ことができる歯科用 2D・3D レントゲン
装置です。

日本歯科工業社から発売された“ピュアメ
ーカー”
（製造：サンエイ化学）は、水道
水から簡単に経済的に精製水（純水）が作
れる卓上型精製水器です。歯科器具の洗浄
水に、また水を水蒸気化させて使用するオ
ートクレーブ等の精密機器に最適です。

【特徴】
●2D、3D 共に３ステップで簡単に位置付
けが可能です。撮影条件やサイズの設定
はパソコン画面上で行えるので、はじめ
て使用する方でも簡単にシンプルで直
感的な操作性を実現しました。
●MAR（メタルアーチファクト低減）機
能を標準搭載。もちろん日常診療で使う
パノラマは高画質で、より精度の高い診
断をサポートします。
●W862×D1150 のコンパクト設計で、
スペースが限られているレントゲン室
にも、改装の必要がなく導入が可能で
す。
●3D 撮影範囲は直径8cm/12cmの2 種
類から設定が可能です。

【特徴】
●水道水をピュアメーカーにセットする
だけで、イオン交換フィルターが余分な
不純物を取り除き、精度の高い精製水
（純水）が採水できます。
●フィルターはカートリッジタイプで交
換も簡単。
1 つのカートリッジで約 350
リットルの精製水が採水できます。
●必要な時、必要な分だけの精製水を採水
することができるので、いつでも新鮮な
精製水を採水できます。
●小さくてスタイリッシュなデザインと
電源が不要なので置く場所を選ばずに
使用できます。
●本体一式に、カートリッジ 2 個、精製水
カップ 1 個、精製水チェッカーが付属さ
れています。
●1 年間無料保障付き。

標準価格＝
パノーラ A1
7,770,000 円
パノーラ A1 セファロ 9,990,000 円

『こどもデンタルフロス FLOSSY！』
＜ サンデンタル ＞

標準価格＝本体一式
11,700 円
カートリッジ単品 4,500 円

ニッシンから発売された“クリーンボック
スモバイル”は、折りたたみ収納が可能で、
持ち運びもできるため、特に訪問診療など
に適した技工作業用ボックスです。簡単に、
短時間でだれでも組み立てられるので、ち
ょっとした作業や、技工環境が整っていな
い作業現場でもクリーンな環境を実現しま
す。
【特徴】
●プラスチック製で重さ 420g と軽く、持
ち運びも簡単です。使わないときは薄く
たためるため、非常にコンパクトで収納
場所を選びません。
●集塵用のホース引き込み口を前後 2 ヶ所
に設置。スペースが確保できず裏面にホ
ースを引き込めない場合でも前面の引き
込み口で使用が可能です。
●収納時の厚さはわずか 42mm のコンパ
クト設計です。

標準価格＝本体一式 9,800 円

お子様に多いコンタクトカリエスを楽しく予防！
今回、ご紹介させて頂きますのは、㈱サンデンタルより発売されております『こどもデン
タルフロス フロッシィ』です。特徴と致しましては、①６種類のカラーとフルーツフレー
バー、②キシリトール配合でスッキリさわやかな使用感という２種類の特徴があります。新
フレーバーのピーチを加え、よりお子様に楽しんでいただけるようになりました。また、個
包装なので持ち運びにも便利で、衛生的です。サイズは全長 75 ㎜、フロス部分が 12 ㎜で、
小さなお口に合わせたミニサイズとなっております。
実際にご導入頂きました先生からは、
「診療後に配るとお子様にも保護者の方にも喜んで
もらえて、お子様の予防歯科の意識向上につながる。
」とのお声を頂いております。サンプ
ルもご用意ございますので、詳細は弊社営業担当までお問い合わせいただき、ぜひ一度お試
し下さい。

標準価格＝60 本入
（6 種類×各 10 本）585 円

鹿児島店 営業二課 小長野 拓人
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★今週の新刊

『 マイクロスコープ・CBCT を用いた
低侵襲な歯周治療の実践 』
～MＩNST/MＩST 成功のためのロードマップ～

『 歯科と栄養が出会うとき 』
～診療室からはじめる！フレイル予防のための食事指導～～

体に負担の少ない低侵襲な歯周治療が注目を集
めています。本書は、MINST にとって重要な低
侵襲な非外科術式や、キュレット、歯根面形態な
どの必要な知識を具体的に解説。また、MIST 成
功のためにリグロス、YAG レーザーを用いた具
体的な術式や EMD を併用した治療症例など、
ビ
ジュアルにわかりやすく解説した一冊。

なぜ歯科医師・歯科衛生士が栄養について知るこ
とが必要なのか？栄養と歯科がどうつながるの
か？本書では、
「フレイル」をキーワードに「栄
養」の問題を読み解き、診療室で行うフレイルチ
ェックや栄養状態の評価方法を紹介し、患者さん
ごとの問題点に合わせた食事指導の実際を解説
した一冊。

●編著＝河野 寛二／三辺 正人
●出版＝医歯薬出版
●価格＝13,000 円＋税

●著 ＝菊谷 武／尾関 麻衣子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,200 円＋税

『 歯科医院のトリセツ 通院編 』

『 歯科医院のトリセツ

治療編 』

歯科界に新しい本の誕生！すべて著者による書
下ろしイラストで解説した歯科医院の「使い
方」！「通院編」では、歯科医院の内部や働く職
種とその役割を説明し、いつ、歯科にかかればい
いのか、そのタイミングや痛みの伝え方も解説。
また、矯正やホワイトニングなどについても取り
上げ、歯科医院で活用できる一冊。

歯科界に新しい本の誕生！すべて著者による書
下ろしイラストで解説した歯科医院の「使い
方」！「治療編」では、むし歯、歯周病といった
基本的な疾患についてはもちろん、歯を削る、形
を取り戻す、入れ歯、インプラントもしっかり図
示し、患者さんからは普段見えない「口のなかの
治療」をわかりやすく解説した一冊。

●著 ＝笠間 慎太郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,700 円＋税

●著 ＝笠間 慎太郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,700 円＋税

『 症例から読み解く咬合の５大因子・10 の要点 』
～咬合医学の臨床入門～

咬合と全身とのつながりを念頭に、5 大因子の
垂直的顎位、水平的顎位、ガイド（前後左右）
、
咬合平面の方向、力（内側・外側）
、そして 10
の要点の早期接触、咬合干渉・咬頭干渉、臼歯部
の咬合支持、上下顎のはまり込み、顎関節への負
担、偏咀嚼と顔面の非対称、筋拘縮（アンチリラ
クセーション）
、姿勢の歪み、非歯原性歯痛、ス
トレスについて症例をもとに解説した一冊。

『 歯科衛生士のための
成功へ導くインプラントアシスタント 』
歯科衛生士養成校での講義実録をもとにわかり
やすくまとめたインプラント治療のアイスタン
トワークのベーシックガイド本。インプラントの
基本から手術中のアシスタントワーク，さらには
メインテナンスまで！豊富な写真やイラストと
やさしく噛み砕いた解説でインプラント臨床に
必要な知識が読んで身に付く一冊。
●著 ＝塚原 宏泰
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,800 円＋税

●著 ＝武内 久幸
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,000 円＋税

『 臨床現場で役に立つ“痛み”の教科書 』

『 患者さんにもっと喜ばれる
歯ブラシコーディネート術 』

フローチャートを用いて痛みの診断方法をわか
りやすく解説し、臨床現場で挙がる痛みに関する
疑問を取りまとめ、各分野のスペシャリストが回
答。さらに、検査や鎮痛薬などの関連知識も詳述
し、まさに臨床現場における“痛み”を網羅した
一冊。

患者さんの口腔内を診て、環境的因子や解剖学的
因子、全身的因子を理解したうえで根拠に基づい
た説明を行い、適切な歯ブラシをプロフェッショ
ナルとして提案するために必要な、あらゆる情報
が詰まった書。前作を超える、歯ブラシ書籍の決
定版！

●編集委員＝和嶋 浩一／石井 隆資
島田 淳
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,400 円＋税

●監修＝NDL 株式会社
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,400 円＋税
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