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Aadva GX-100 3D／ジーシー
＜アーム型 X 線 CT 診断装置＞

ジ ー シ ー か ら 発 売 さ れ た “ Aadva
GX-100 3D”は、CBCT、パノラマ、セ
ファロ撮影が可能な 3 in 1 タイプの X 線
撮影装置です。ST 仕様と MX 仕様の 2 つ
のモデルから目的に合った装置を選択で
きます。エンド、ペリオなどの日常臨床か
ら、インプラント治療や矯正治療などの
様々な歯科治療において正確で詳細な診
断画像を提供します。
【特徴】
●様々な FOV サイズを有し、顔面全体、
上顎洞、顎関節、顔面の非対称性の左右
頬骨確認など、診断目的に応じて FOV
サイズを選択することができます。最大
Φ23×24cmFOV サイズ。
（MX 仕様・
オプション）
●SMARF 機能のより、補綴物による金属
アーチファクトの影響を最小限に抑え、
最適な画像が得られます。
●パノラマモード専用のマルチフォーカ
ス機能を搭載。異なる 5 つの断層域の画
像から焦点が最適化されたパノラマ画
像を選択します。
●セファロ仕様はスキャンタイプとワン
ショットタイプから選択できます。
標準価格＝3D ST モデル 8,800,000 円
3D MX モデル 9,800,000 円
※セファロ仕様は別途価格

『 ジルカラリ 』
＜ 名南歯科貿易 ＞

ネオザロカインⓇパスタ ラミネ
ートチューブ／ネオ製薬工業

ワックスレクトリック ライト
／日本歯科商社

＜歯科用表面麻酔剤＞

＜電気ワックスペン＞

ネオ製薬から発売の歯科用表面麻酔剤「ネ
オザロカイン®パスタ」が、基本性能はそ
のままに、使いやすさにこだわったラミネ
ートチューブタイプの新仕様でリニュー
アル発売されました。ラミネートチューブ
の採用により、最後まできれいに使い切る
ことができます。

日本歯科商社から発売されている電気ワッ
クスペン「ワックスレクトリック」
（レンフ
ェルト社製）に、ダイヤル式で温度設定が
できる“ワックスレクトリックライト”が
新たにラインナップされました。2 本のハ
ンドピース仕様、ならびに 1 本のハンドピ
ース仕様の 2 つのモデルをラインナップ
し、ダイヤル式で 50℃～200℃まで、簡
単に温度設定ができます。

【特徴】
●アミノ安息香酸エチル 25%だけでな
く、作用時間の長いテーカインを 5%配
合。迅速な麻酔発現と適度な持続時間を
有します。
●先端ノズルが細く、より無駄なく必要量
を取り出すことができます。
●綿球への付着性を考慮した程よい流動
性に改良され、より使いやすくなりまし
た。
●操作性の良い水溶性のパスタです。
●ライトイエローのペーストで、識別性を
落とすことがない、淡い色調です。
●甘すぎず大人から小児まで使用できる
フレッシュなラズベリーフレーバーで
す。
●有効成分（100g 中）
：アミノ安息香酸
エチル 25g、パラブチルアミノ安息香酸
ジエチルアミノエチル塩酸塩（テーカイ
ン）5g。
標準価格＝15g チューブ入 2,200 円

【特徴】
●チップ内にヒーティングエレメントがあ
るため、熱が直接ワックスに伝わります。
そのため、設定した温度とチップ先端温
度差がほとんどありません。また、ハン
ドピースが熱くならず快適に作業が行え
ます。
●ハンドピースは天然コルク製で、長時間
使用しても疲れにくい設計です。
●インスツルメントの加熱時間が必要ない
ため、モデリング時間を約 20%節約でき
ます。
●12 種類の豊富なチップをランナップ（オ
プション）しています。
●別売のホルダーセット（チップ&ハンドピ
ース）が取付可能です。
●安心の 3 年保証付。
標準価格＝2 ハンドピース仕様 46,000 円
1 ハンドピース仕様 34,000 円

じっくり、しっかり、そして手軽に、ドライ！
今回、ご紹介させて頂きますのは、名南歯科貿易から発売されておりますジルコニア乾燥器
『ジルカラリ』です。製品の特徴としまして、①70℃まで調整が可能で、用途に応じて温度
を設定できます。②ファン内蔵型なので、熱風が循環することで隅々までムラ無く乾燥できま
す。③トレーは直径 320mm のたっぷりサイズで、模型からディスクまで楽々入ります。④
使用例も以下の通り様々な用途に利用できます。
【使用例】 ・3D プリンター積層物のリンス処理後の乾燥（推奨温度 40℃）
・ジルコニア着色料の乾燥（推奨温度 70℃）
・石膏模型の乾燥（推奨温度 40℃）
・オートクレーブ後の滅菌パックの乾燥（推奨温度 70℃）
ご導入していただき、オートクレーブ後の乾燥に使用いただいております医院様では、
「ト
レーが大きくて滅菌後の滅菌バックの乾燥が容易にできるようになった。
」という声をいただ
いております。詳しい内容に関しましては弊社営業担当者までお気軽にお問合せください。

標準価格＝本体一式
（トレー5 枚付）9,800 円

熊本店 営業三課 宮野 孝徳
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★今週の新刊

『 デンタル・ビジュアライゼーション 』
～臨床に役立つデジタル歯科用写真撮影のワークフロー～

『 ホームドクターによる
小学校 2 年生までに始める拡大床治療 』

欧州をはじめ、世界的に著名な補綴・インプラン
ト医の夫妻が著した歯科用デジタル写真撮影の
解説書。口腔内写真、顔貌写真、修復治療での写
真、矯正治療での写真、歯周治療での写真など、
状況に応じた撮影テクニックが明快に示されて
いる。審美性と規格性を両立する、歯科臨床写真
の最新指南書。

ライフワークとして子どもたちの咬合育成にか
かわる著者による、拡大床治療の“道しるべ”と
なる一冊。一般開業医が導入できる、拡大床治療
の適応症・設計・調整法などを 1,000 枚以上の
写真や長期症例とともに解説。拡大床治療の開始
時期を小学校 2 年生までと定め、
臨床で必要にな
る患者説明や MFT の方法も実例で紹介。

●著 ＝Mirela Feraru／Nizan Bichacho
●監修＝山﨑 長郎
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝18,000 円＋税

●著 ＝須貝 昭弘
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝15,000 円＋税

『 鼻呼吸 歯医者さんの知りたいところがまるわかり 』
～鼻と口の呼吸で何が違う？なぜ違う？～

鼻呼吸促進に長年尽力してきた内科医が、
“お口
ぽかん”による弊害や鼻呼吸推奨の根拠、鼻閉解
消法、保健指導のヒントなど、あまり知られてい
ない数々の“呼吸トリビア”を、コミカルなイラ
ストを多用して平易に解説。患者への動機づけの
活用はもとより、患者や医療者の健康を守るため
にも見逃せない一冊。

『 よくあるケースでイチからわかる！

開業医のための歯科訪問診療算定ガイド 』
～依頼があっても困らない 保険の知識と請求例～

メインは診療室ではあるが、可能な範囲で訪問診
療も手がけたいような歯科医師を主な対象に、義
歯の調整や痛みの訴え等よくある事例のカルテ
をもとに歯科訪問診療の基本的な算定について
やさしく解説。カルテをベースに算定の実際がよ
くわかる！依頼時に役立つ医院必携の一冊。
●編 ＝湯島保険診療研究会訪問部会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,700 円＋税

●著 ＝今井 一彰
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,500 円＋税
別冊 歯科衛生士

『 もっと使える超音波スケーラー 』
～知りたかったポイントがよくわかる～

『 診療前後の 1 分でできる！
歯科医師・歯科衛生士のための体のゆがみ
セルフコンディショニング 』

超音波スケーラーのエビデンスを吟味し、
歯科衛
生士が行う歯周基本治療、特に SRP（デブライ
ドメント）における手技を大きな写真で解説。チ
ップ・パワーの選択、当て方から機器のメインテ
ナンスのポイントまで、
超音波スケーリングに必
須の情報を網羅した一冊。

歯科医療従事者の体の不調や悩みを熟知した歯
科医院と連携する治療院の姿勢改善トレーナー
が、簡単で効果的なセルフコンディショニング法
を紹介。体の不調や疲れの“改善・予防”に効果
的な即効ストレッチ&エクササイズが理解でき
る一冊。

●著 ＝小牧 令二
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,800 円＋税

●監修＝福岡 博史
●著者＝田口 直人
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝3,500 円＋税

『 新インプラントオーバーデンチャーの基本と臨床 』
～磁性アタッチメントを中心に～

『 くちベディア 』

インプラントオーバーデンチャー成功のための7
つの勘所、各章または各項に設けられた重要ポイ
ント、設計チャート、確認チェック表などを掲載。
また、長期経過症例を含む 120 以上の代表症例
を供覧し、義歯の設計、術式、注意点、実際の臨
床に即したテクニックを網羅した一冊。

歯・口に関する患者さんの疑問や不安などにわか
りやすくお答えし、患者さんの気づきを促し、モ
チベーションを高め、治療やメインテナンスにつ
ながります。患者さんが知りたかった歯科医療情
報満載の、読んで楽しく納得できる、充実したコ
ラム。

●著 ＝田中 譲治
●出版＝医歯薬出版
●価格＝18,000 円＋税

●編著＝眞木 吉信／萩 名子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,000 円＋税

０
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