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デンタルエックスレイ GX-D1
／ジーシー

ビタペックス ソルベント
／ネオ製薬工業

ナクリア-D
／ワシエスメディカル

＜歯科用 X 線撮影装置＞

＜根管充填材用軟化材＞

＜環境除菌ワイプ＞

ジーシーから 3 月 22 日に発売される“デ
ンタルエックスレイ GX-D1”は、チュー
ブヘッドにタッチ式の最新のコントロー
ルパネルを搭載し、撮影の位置付けや設定
も簡単操作でスピーディに行えるデンタ
ル専用 X 線撮影装置です。直流方式による
高画質なデンタル X 線の撮影が可能です。
【特徴】
●撮影部位のイラストを選択することで
照射時間と照射条件を設定できます。照
射条件は、30 段階の細やかな商社時間
で調整が可能です。撮影部位の設定がよ
りスムーズになり、短時間で最適な高画
質を取得できます。
●照射部位の中心位置を示す LED ガイド
を搭載し、より正確な位置付けが可能で
す。
●コーンの角度も視覚化された最新のコ
ントロールパネルを搭載。コーンカット
による撮影失敗のリスクを軽減します。
●狭い空間でも可動域が広く、フレキシブ
ルな動きが可能なバランスアームの採用
により、上下顎、前歯から臼歯まで無理
なく位置付けが可能です。
標準価格＝本体一式

698,000 円

『 ポータキューブ＋ 』
＜ モリタ ＞

ネオ製薬工業から発売された“ビタペック
スソルベント”は、根管充填後、一定期間
経過したビタペックス（水酸化カルシウム
系歯科根管充填材料）の組成を考慮し、適
切な油脂溶解作用を付与したビタペック
ス専用のソルベントです。根管から機械的
な除去操作時に併用することで、除去の効
率を高めます。また、歯質に対してもその
後の治療に影響を与えない処方となって
いるので、ビタペックス応用時の作業性を
高める専用軟化材です。

ワシエスメディカルから発売された“ナク
リア-D”は、主成分に米国 MICROGEN
社製除菌剤 D-125 を使用した環境除菌ワ
イプです。D-125 は米国 EPA（環境保護
庁）
に承認・登録されており、
その米国 EPA
に登録されている 142 の菌やウイルスを
除去します。

【特徴】
●油性のビタペックスもスッキリと除去
が可能なので、ビタペックスがより使い
やすくなります。
●ビタペックスソルベントは、根管内で時
間が経過し、水分量（根管充填期間）が
多くなったビタペックスにも安定した
除去性を示します。
●ファイリング操作とビタペックスソル
ベントによる洗浄で除去します。また、
超音波スケーラーを併用すると洗浄時
間が短縮されます。

【特徴】
●重点的な感染対策が必要なエリアでも
確実に除菌し、特に血液由来感染のリス
クが高いユニットでも、安心して使用で
きます。
●米国 EPA（環境保護庁）に登録されて
いる 142 の微生物は、インフルエンザ、
ノロウイルス、新型コロナ（SARSCoV-2）
・MERS・SARS・新型インフ
ルエンザ（H1N1）などのウイルス、
MRSA・VRSA・VRE などの多剤耐性
菌などが含まれています。ナクリア-D
に使用されている除菌剤は米国・ヨーロ
ッパ・アジアで 30 年以上使われ続けて
います。
●プラスチック・金属・ガラス・木・ゴム
など、ほとんどの基材に対して腐食性が
ないので施設内全てのエリアを除菌・清
拭できます（本革製品は不可）
。また、
べたつきや嫌な薬品集がないので清掃
者にもストレスを与えません。
●ワイプサイズは 200mm×230mm。

標準価格＝100ml 入 3,200 円

標準価格＝100 枚入 オープン価格

使いやすさ・抜群のポータブルユニット！
今回ご紹介させて頂くのは、㈱モリタより発売されております『ポータキューブ＋』
です。ポータキューブ＋は、チェアユニットと共通のハンドピースを搭載した ALL IN
ONE の訪問診療用ポータブルユニットです。訪問先でも普段と変わらない診療が行え
る、静かで十分な吸引力を持つポータキューブ＋（標準吸引タイプ）に加え、より強力
でチェアユニットと同等の吸引力を持つポータキューブ＋SV（高吸引タイプ）の２種
類をラインナップしています。軽い、簡単、快適をコンセプトに設計されており、持ち
運びやすいコンパクトボディーに加え、準備・片付けが簡単に行えます。
実際に高吸引タイプをご使用いただいている先生からは、
「今までのポータブルユニ
ットより吸引力があるから安心して治療が行える。訪問先での器械のセッティング・後
片付けが早く終わるので、スムーズに訪問診療が行えるよ。
」という評価を頂いており
ます。本製品の詳細につきましては弊社営業担当へお問い合わせください。

標準価格＝ポータキューブ＋
980,000 円
ポータキューブ＋SV １,100,000 円

宮崎店 営業一課 山中 幸平
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★今週の新刊

『 インプラント小技帖 50 』
～臨床で違いを生むアイデア集、まずはここから。～

『 みんなのブラッシングブック Photo & Movie 』

本書は、わが国のインプラントロジストのなか
でも指折りの実力者である著者が、独創的ある
いはニッチなちょっとした小技を披露。臨床で
違いを生むアイデア集 50 は、明日からの臨床
にすぐに役立つこと間違いなしの技を蒐集した
珠玉の一冊。

歯科治療のベースであるブラッシング指導
（TBI）の手技の実際を写真と動画でわかりや
すく解説。TBI の資料としてチェアサイドで活
用するもよし、待合室に置いて患者さんに TBI
の復習として活用するもよしの、見てわかる、
見せてわかる歯磨き本！

●著 ＝柴原 清隆
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝7,000 円＋税

●著 ＝青木 薫
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,000 円＋税

『 来院患者数 10 倍！歯科広告学入門 』
～歯科初！患者さんが集まる「広告」のコツ、教えます。～

『 これで解決！矯正トラブル 』
～マウスピース型矯正、MTM、再治療等の
“困った”事例に学ぶ予防と対処法～

ホームページや看板におけるコンテンツ（内容）
の作り方・見せ方、制作業者とのやりとりとい
った、ゼロからでも集患力の高い広告を作るノ
ウハウを大公開。また、広告を出す際のマイン
ドや、歯科医院経営に広告を活かす方法も解説
した一冊。

治療中の歯根吸収、治療後の後戻り、マウスピ
ース型矯正装置による臼歯部離開、他院からの
転院で治療費減額を要求されたなど、注意すべ
き典型的なものから想定外のものまで、
54 の矯
正トラブル事例を収載。シリアスな問題に陥ら
ないための弁護士のアドバイスも掲載。

●著 ＝丸橋 伸行
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,000 円＋税

●編著＝末石 研二／野嶋 邦彦／片田 英憲
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝10,000 円＋税

『 日常臨床に活かす
エビデンスの調べかた・読み解きかた入門 』

『 歯科衛生士・歯科助手 おしごとハンドブック 』
～動画でサクサク理解！ 本でしっかり確認！～

EBM を実践する著者陣が、歯科医師が日常臨床
に文献を活用することを念頭に、文献検索や論
文抄読の基本から、どこをどう読めば手早く論
文の要点を掴むことができるかまでをわかりや
すく解説。ポイントを押さえて効率よく文献を
調べて読み、臨床に活かす EBM 実践入門書。

歯科衛生士、歯科助手として歯科医院で働くに
あたって知っておきたい仕事手順と基礎知識を
ショート動画を 80 本搭載して解説。本で、ス
マホで、スキマ時間に歯科臨床と仕事のコツが
どんどん飲みこめる一冊。新人スタッフ教育に
も役立つハンドブック！

●監著＝丸尾 勝一郎／蓮池 聡
上野 大輔／豊嶋 健史
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,500 円＋税

●編著＝岩田 隆紀／水谷 幸嗣
岩野 義弘／松浦 孝典
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,300 円＋税

別冊ザ・クインテッセンス

別冊 歯科衛生士

『 DX が加速する口腔内スキャナー
完全ガイド 2022/2023 』

『 歯磨剤選び方ガイド 』
～目的（ターゲット）に合った成分はどれ？～

入門編と位置付けた前号から、
さらに臨床での活
用を掘り下げ、アプリケーションの多様化、各デ
ジタルシステム・ソフトウェアとの連携拡大な
ど、まさに歯科医療の DX（デジタルトランスフ
ォーメーション）
の起点となった口腔内スキャナ
ーの現在の到達点を解説した一冊。

本書では、歯磨剤に関する情報を整理するとと
もに、患者さんの実際の口腔内の状態をふまえ
てターゲット（目的）を設定し、それを起点に、
対応する成分から実際の製品を選び出す方法を
紹介。今、医院にある歯磨剤を有効に活用でき
るヒント満載の一冊。

●監著＝馬場 一美／髙場 雅之／岩内洋太郎
荒井 昌海／山羽 徹／長尾 龍典
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,400 円＋税

●著 ＝加藤 正治
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,900 円＋税

※毎月、玉ヰニュースより転載しておりますコラム『歯科医院経営を考える』は、今月は都合によりお休みいたします。
ご承知の程お願い申し上げます。
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