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カドーSTEM630ｉ
／シティライフ

DENT.EX オーバーブラッシング
ケア／ライオン歯科材

デマックス A ホワイト
／日本歯科商社

＜加湿器＞

＜歯科用歯ブラシ＞

＜歯科専用歯みがき剤＞

ライオン歯科材から発売された“DENT.
EX オーバーブラッシングケア“は、力の
入れすぎを音でお知らせする歯ブラシで
す。歯みがき時の力の入れすぎを、しなる
ハンドルと”カチッ！“という音で適切な
ブラッシング圧へ導き、オーバーブラッシ
ングの改善に有効な歯ブラシです。

日本歯科商社から発売された“デマックス
A ホワイト”
（サトウ製薬製造）は、3 種
類のハーブエキス（香料）配合のホワイト
ニング歯磨剤です。ポリリン酸 Na「三リ
ン酸 5Na（洗浄剤）
」が歯の表面に付着し
た汚れを落とし、色素沈着を防ぎます。

シティライフが取り扱っている“カドー
STEM630ｉ”は、空間の加湿効率を考え
てデザインされた加湿器です。床から吹き
出し口まで約 85cm で、さらに吹き出し
口から最大1.2m 舞い上がるマイクロミス
トにより、より高い位置からミストを空気
の対流に乗せることが可能です。
【特徴】
●水槽内に特殊な抗菌ブレードを搭載し、
水道水を注ぐだけでカビや細菌を
99.9%以上除菌します。また、カートリ
ッジでホワイトダストを抑制します。
●インテリア性の高い LED の光がタンク
の下から室内の湿度とタンクの状態を
お知らせします。結露の防止と電気代の
節約をサポートします。
●Wi-Fi 経由で専用アプリをインスツール
したスマートフォンと連携し、外出先か
ら空気の状態確認やリモート操作が可
能です。
●クールグレーとホワイトの 2 色をライ
ンナップ。
標準価格＝本体一式 45,273 円

『 トクヤマ ヒカリライナー 』
＜ トクヤマデンタル ＞

【特徴】
●先端厚 2.6mm の超薄型ヘッドで、最後
臼歯部まで無理なく楽に毛先が届き、歯
垢を落とします。
●みがく力が強すぎる人も、力の入れすぎ
がクリック音で分かり、適切なブラッシ
ング圧に導きます。
●力の入れすぎを防ぎ、歯垢もしっかり落
とします。
●オーバーブラッシングの改善指導に有
効です。
●用毛かたさは、S（やわらかめ）と M（ふ
つう）の 2 種類をラインナップ。
患者参考価格＝1 本 330 円（税込）

【特徴】
●口内の清浄効果を高める炭酸水素ナト
リウム（アルカリ性）を配合。
●研磨剤を含まないので歯や歯ぐきを傷
つけません。
●爽快なミント味です。
●歯科医院専売品。
【効能】
●ムシ歯を防ぐ、歯を白くする、歯垢を除
去する、口中を浄化する、口臭を防ぐ、
歯のやにを取る、歯石の沈着を防ぐ
患者参考価格＝1 本（70g 入）
1,298 円（税込）

熱っ！ヒヤッ！とさせないストレスフリーな義歯リライン材！
パーシャルデンチャーのリライニングの際、取り外せなくなったご経験はありませんでしょ
うか？今回ご紹介いたします商品は、㈱トクヤマデンタルより発売されております義歯床用硬
質裏装材（光硬化・粉液型）
『トクヤマ ヒカリライナー』です。口腔内ではゴム状、口腔外で
光硬化するためアンダーカットがある症例でも取り外しが簡単です。硬化発熱による刺激もあ
りません。また、専用の光重合装置『トクヤマ ポータライト』で光硬化する場合、空気遮断
できるため化学硬化型従来品よりも表面硬度が高く良好な研磨性も得られます。光照射前なら
余剰部分のトリミング、削除によるやり直しも容易に行えます。
ご採用頂きました先生からは、
「従来品より混和性・流動性、硬化後の物性も向上し操作時
間の長さや時間経過による操作性の変化も非常に扱いやすく、専用光重合装置はコンパクトな
ので訪問診療にも最適ですね。
」とのお声を頂いております。現在、新規導入キャンペーンを
実施中です。是非この機会にご採用をご検討頂きますよう宜しくお願いいたします。詳細につ
きましては弊社営業担当者までお問合せください。

標準価格＝ヒカリライナーセット 15,000 円
ポータライト本体一式 64,800 円

鹿児島店 営業一課 下池 功一郎
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★今週の新刊

『 長期症例に学ぶパーシャルデンチャー 』
～包括的医療における設計と臨床～

『 イラスト・写真・動画で学ぶ！
低侵襲 歯周組織再生療法 』

本書は、欠損歯列の歯式を咬合支持により色分
けしたうえ、受圧-加圧、対向関係、アンテリア
ガイダンス、支台歯にかかる力等を分析し、予
知性のある設計につなげる「中川の歯式を用い
た症例分析」などの手法を解説した一冊。パー
シャルデンチャー長期症例の実績を重ねる著者
がその診断法や補綴設計法の要諦を披露。

本書は、主に垂直性骨欠損にフォーカスを当
て、多くのエビデンスをもとに、より低侵襲な
歯周組織再生療法を行うための要点を解説。術
前準備から術中の切開および縫合、術後管理ま
で、多くのイラストと連続写真によってひとめ
で理解できるよう構成。一部の術式は動画を用
いて一連の流れをわかりやすく解説した一冊。

●著 ＝中川 昌樹
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,000 円＋税

●著 ＝山口 文誉
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝11,000 円＋税

『 一度読めばわかる！
1 億円歯科医院の作り方 開業編 』

『 常在菌との共存を考慮した
口腔粘膜疾患の診断・治療・管理 』

開業前に身につけておきたいスキル、明確な目
標数値の設定、開業地の選び方、歯科医院のシ
ステム構築のポイント、機器や内外装の選択、
各職種の求人の仕方と注意点、材料屋や借入金
融機関の選択基準まで、開業に関する“すべて”
が詰まった新バイブル書。

口腔外科専門医である著者が臨床現場で遭遇し
た口腔粘膜疾患について、圧倒的な症例写真と
みずから描いたイラストを多用して詳説。口腔
粘膜疾患治療に悩んだとき、困ったときに手助
けしてくれる歯科医院必携の一冊。
●著 ＝山城 崇裕
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,000 円＋税

●著 ＝田中 健久／今井 健二
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,500 円＋税
別冊 QDT

別冊 ザ・クインテッセンス

『 歯科医師・歯科技工士のための最新ジルコニア修復 』

『 臨床家のための矯正 YEARBOOK 2021 』

～インレーから前歯部クラウンまで～

～成長期の叢生を考える～

本書では「インレーから前歯部クラウンまで」
をキーワードに、チェアサイド、ラボサイドそ
れぞれの立場からジルコニアの適応症選択や支
台歯形成、そして技工操作から装着までを網羅
した一冊。
●著者＝青嶋仁/伊藤竜馬/岩田淳/瓜坂達也/風間大暢
片岡繁夫/陸誠/桑田正博/小林恭之/斉藤勇/酒井美穂
崎田竜仁/佐々木正二/高岡亮太/高橋健/武末秀剛
田中文博/千葉優友/土屋覚/遠山敏成/中村昇司
西村好美/橋中知之/長谷川篤史/林直樹/日高豊彦
町頭俊幸/山崎竜/湯浅直人/横田浩史

2021 年の特集は「成長期の叢生」をとりあげ、
2 部構成でケースを掲載。第Ⅰ部では 9 スタデ
ィグループが成長期の叢生に対し長期アプロー
チした方法を提示。第 2 部では関連企業強力の
もと、各社製品の特長や臨床例を紹介。巻末ト
ピックス、特別企画では明日の臨床に役立つ情
報を満載した一冊。
●編 ＝クインテッセンス出版
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税

●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税
『 バーティカルプレパレーション 下巻 』

『 イラストと症例で学ぶ
開業医のための臨床部分矯正 』

～B.O.P.T.コンセプトによるトータルトリートメント～

～咬合育成から補綴前矯正まで～

隔月刊「補綴臨床」別冊

欧米で話題の B.O.P.T.（Biologically Oriented
Preparation Technique）の原理を取り入れた
補綴治療では、薄い歯肉を厚くすることによっ
て歯肉の退縮やブラックマージンを回避し、歯
周外科を伴わずに審美的な補綴装置が可能とさ
れている。本書はその根幹であるバーティカル
プレパレーション補綴治療について、歯科技工
術式を含めトータルトリートメントを解説。
●著 ＝Ezio Bruna／Andrea Fabianelli
Jason Smithson
●監訳＝宮崎 真至
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,500 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

開業医の日常臨床は、
咬合育成から補綴前矯正ま
で、部分矯正が必要なシーンが数多く存在しま
す。本書は、豊富なイラストと写真、シチュエー
ション別の症例呈示で、開業医が簡単かつ効果的
に歯を動かすために必要な知識と技術を丁寧に
紹介。部分矯正を会得するのに、まず手に取るバ
イブル書。
●著＝徳永 哲彦
●出版＝医歯薬出版
●価格＝12,000 円＋税
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