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ゲストレシーバーZERO
／ワシエスメディカル

MTA フロー
／ウルトラデントジャパン

＜スマート呼び出しベル＞

＜覆髄材＞

ワシエスメディカルから発売された“ゲス
トレシーバーZERO”は、電波法令が定め
る技術基準適合無線機であることを証明
する「技適マーク」取得済みの呼び出しベ
ルです。待合室の混雑緩和や感染リスク抑
制に有効な呼び出しベル装置です。

ウルトラデントジャパンから発売された
“MTA フロー”は、従来の MTA の持つ
操作性の悪さを、ウルトラデント独自のデ
リバリーシステムにより、より簡便に取り
扱いができる覆髄材です。また、MTA の
粘度の調整が簡便にできるため、様々な臨
床ケースに対応が可能です。

【特徴】
●電話の受信距離は 150m あり、院外や
車内の中で安心して待機することが可
能です。
●感染防止効果に加え、プライバシーの確
保にもつながります。
●工事等は必要なく、即日使用が可能で
す。操作はテンキーのみの簡単操作で呼
び出しが可能です。
●呼び出しの種類は音・振動・光（LED）
の 3 つから個別設定が可能です。
●受信機は抗菌仕様で、受け渡しの際のア
ルコール消毒が可能で衛生面にも優れ
ています。
標準価格＝
送信機・受信機 5 台セット 96,800 円
送信機・受信機 10 台セット 159,800 円

『 THE ユーロシール 』
＜ リンカイ ＞

寸法：
W440×D390×H315～420mm
シール部分：310mm
標準価格＝本体一式 138,000 円

【特徴】
●ナビチップ 29G からデリバリーできる
新感覚の MTA セメントです。
●ウルトラデントの持つデリバリーシス
テム（各種チップ&シリンジ）により、
患部へ的確にデリバリーが可能です。
●微細なパウダー（粉）と水性ジェル（液）
によるスムーズなミキシングとハンド
リングを実現します。
●用途に合わせて MTA フローの粘性をコ
ントロールできます。スタンダード、ソ
フト、パテの 3 種の硬さに簡便に調整が
可能です。
●操作時間が 15 分と余裕を持った施術時
間があります。
●pH12 以上（強アルカリ性）
標準価格＝MTA フローキット15,000 円

HaBon PG STOP／ヨシダ
＜薬用歯磨きジェル＞

ヨ シ ダ か ら 発 売 さ れ た “ HaBon PG
STOP”は、口腔内フローラを保ちながら
口腔ケアができる薬用歯磨きジェルです。
抗炎症成分「グリチルリチン酸ジカリウム」
が歯周病・口臭を、また、
「フッ化ナトリウ
ム」がう蝕の発生・進行を予防します。
【特徴】
●泡立ちが少ないジェルタイプの歯磨剤で
す。発泡剤は不使用なので、長時間のブ
ラッシンでも泡立ちが気になりません。
また、少量の水ですすぐことができ、薬
用成分が口腔内にとどまります。
●湿潤剤としてウコン由来の成分「クルク
ミン」を、甘味剤として「キシリトール」
を配合しています。
●ジンジャーミント味のテイストです。
患者参考価格＝100g 入
1,500 円（税別）

確実な滅菌を行うために！
今回、ご紹介致します商品は、リンカイ株式会社より発売されておりますシーリングマシン『THE
ユーロシール』です。本製品は、優れた機能と安全性を備えたシーリングマシンであり、スタイリ
ッシュでコンパクトなボディと滅菌シートロールのダブルホルダー（特許）で、快適な作業をサポ
ートします。
特徴としましては、
①欧州基準 EN13060 に適合するシーリング幅 12mm を採用
（通
常のシーリング幅と違い、外気上のバクテリアなどから器具を衛生的に保持）②滅菌シートロール
の逆戻り防止と焦げ付き防止を搭載。シーリング終了はアラームと光で通知。③用途に合わせた高
さ調整が可能。ダブルホルダー（特許）は、サイズの違う滅菌シートロールをセットして、3 段階
の高さ調整ができます。
（壁に取付けも可能。奥行 30cm の本体スペースで、設置ができます）④
シーリング部分に透明のポリカーボネートカバーを採用。簡単にシーリングの位置を確認できます。
ご使用いただいている医院様からは、
「クラスＢ滅菌器を導入してから、今まで使用していたヒー
トシーラーではシール幅も狭く、滅菌中にパックが開いたこともあり２重にすることもあったが、
ユーロシールを導入してからは安心して滅菌できるようになった。
」
「各サイズの滅菌ロールを全て
セットでき、カッターも付いているのでパッキングの時間が効率的に行える。
」とのお声を頂いてお
ります。医院様の効率化と確実な滅菌を行う為に『THE ユーロシール』を是非ご活用下さい。詳細
は弊社営業担当者までお尋ねください。
宮崎店 営業二課 下田 俊
大分店 営業課 林 秀人
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★今週の新刊

『 長期経過症例から紐解く根尖病変と骨縁下欠損 』
～その傾向と対策～

『 見逃しケースのなぜを解く！
歯科診断スキルアップ実践ガイド 』
～落とし穴を回避して主訴の解決に導く手順とポイント～

監著者のライフワークというべき「根尖病変と
骨縁下欠損の治療」のノウハウを、50 年に及
ぶ臨床経験から生まれた多数の 20 年以上の長
期経過症例とともに丁寧に紐解いた一冊。
「予知
性のある治療」を臨床家としての目標に掲げて
きた氏の「こだわり」の術式や考え方、メイン
テナンス法が満載の書。

大学病院の症例分析をもとに主訴・口腔内所
見・検査間に矛盾が生じる関係を解説するとと
もに、初期診断（ビフォー）への対応では奏効
せず、追加の問診・所見収集でステップごとに
紐解き確定診断（アフター）に至った 19 ケー
スを取り上げ、正しい診断結果を得るためのポ
イントを提示した一冊。

●監著＝下川 公一／倉富 覚、
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝26,000 円＋税

●編著＝礪波 健一／則武加奈子／梅森 幸
新田 浩／小田 茂／荒木 孝二
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,800 円＋税

歯科衛生士ブックレット Vol.4

『 「なにか変？」に気づけるようになる
口腔粘膜疾患識別ガイド 』
口腔がんは、口腔粘膜がさまざまな刺激を段階
的に受けて発症するものであり、
「昨日まで正
常、今日からがん」というわけではない。代表
的な口腔粘膜疾患を白・黒・赤・黄の 4 色に分
類し、写真とともに特徴を解説。さらに、日常
診療で無理なく行える観察方法とポイントを伝
授。情報を記録できるシートつき！

別冊 QDＩ

『 OJ ノスペシャリストたちがおくる
インプラント基本の「き」 』
「今さら聞けない」インプラントの検査・診断
や患者コンサル、そしてもっとも気になる外科
の基本術式から補綴操作、さらに術後のメイン
テナンスまでを、その道のスペシャリストたち
が懇切丁寧にわかりやすく解説。インプラント
の基本を学び直したい方に最適な一冊。
●監修＝石川 知弘／瀧野 裕行
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

●著 ＝片倉 朗／菅原 圭亮
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝2,200 円＋税
『 臓器別がん標準治療に即した 周術期口腔機能管理 』
がんの治療法を正しく理解し、がん治療医との
コミュニケーションに役立つよう、各臓器がん
の概要をそれぞれの標準治療を含め解説。また、
がんの解説に際し、がん専門委がよく使用する
専門用語や略語を紹介。がん治療法の理解と周
術期口腔機能管理をコンパクトにまとめた実践
書。
●監修＝白砂 兼光
●編 ＝吉岡 秀郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,400 円＋税

『 リンガルブラケット矯正の臨床 』
リンガルブラケット矯正の技術革新を、Ⅰ概論、
Ⅱ診断学、Ⅲ治療学、Ⅳ症例の項目にて余すと
ころなく紹介。リンガルブラケット矯正の基礎
理論を十分理解し、さらなるグレードアップを
めざすための最新解説書。
●編著＝居波 徹／佐奈 正敏／相澤 一郎
椿 丈二／宮澤 健／重枝 徹
吉田 哲也
●出版＝医歯薬出版
●価格＝30,000 円＋税

『 歯の破折 』

『 実践！「効果の上がる」スプリント治療の進め方 』

～その見つけ方と接着による対応のポイント～

～パラファンクションから睡眠時無呼吸症候群まで～

歯の破折の原因や破折を見つける目安となるさ
まざまな病態を示すとともに、破折歯の接着修
復に関する研究、マイクロクラックへの対応、
そして接着を用いた破折歯保存治療のポイント
を解説。破折歯を適切に診断・治療し、可能な
限り保存するために役立つ一冊。
●編著＝長谷川 晃嗣
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝4,800 円＋税

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

目の前の患者になぜ「オクルーザルアプライア
ンス」が必要？本当に必要なのか？そして適切
なアプライナンスとはなにか？臨床経験 40 年
の筆者らが経験した事々をまとめた書。スピリ
ント治療の基礎と応用力が身につく一冊。
●編著＝今井 俊広／今井 真弓
●出版＝インターアクション
●価格＝8,800 円＋税
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