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スクリューポストリムーバー
／デントレード

セラベース／モリムラ
＜MTA 系自己接着型裏層材＞

＜スクリューポスト除去システム＞

デントレードから発売された“スクリュー
ポストリムーバー”は、先端のチャックが
スクリューポストを確実に把持し、除去す
ることができるリムーバーです。頭部のロ
ーレットを左回転（逆ネジ）することでチ
ャックが締まり、さらに左回転することで
ッスクリューポストが除去できます。
【特徴】
●スクリューポスト把持部のチャックは
径寸法が異なる 2 種類を用意。さまざま
な大きさのスクリューポストに対応し
ます。
●頭部のローレットが左回転（逆ネジ）に
なっていることで、対象のスクリューポ
ストを確実に把持すると同時に、スクリ
ューポストを回転させ、除去することが
できます。
●本体・ローレットはステンレス製、2 種
類のチャックは真鍮製を採用。オートク
レーブによる蒸気滅菌が可能です。

標準価格＝本体一式 10,000 円

『 プレパレーション用ラウンドチゼル 』
＜ マイクロテック ＞

プログラマット G2 シリーズ
／イボクラールビバデント
＜セラミックプレスファーネス＞

モリムラから発売された“セラベース”は、
BISCO 社の「THERA」ファミリー共通の
特徴である「THERA」テクノロジーを使
用し、BISCO 社独自の親水性レジンマト
リックス、親水性モノマー、MDP モノマ
ー、ポルトランドセメント、フッ化ナトリ
ウム、生体親和性、カルシウムイオン&フ
ッ化物イオン徐放性、象牙質に高い接着強
さ、アルカリ性 pH、高い曲げ強度、高い
圧縮強さを実現した MTA 系デュアルキュ
ア型接着性裏層材（ベース&ライナー）で
す。
【特徴】
●MDP モノマーを配合しているので、象
牙質に化学的に接着し、強い接着強さ
（12.75MPa）を実現します。適用後、
数分で酸性からアルカリ性 pH に移行
（重合後には pH10 に到達）するため、
酸産生菌が生育しにくい環境を作りま
す。
●象牙質（圧縮強さ：230～320MPa）
に近似した物理性特性のため、裏層材
（象牙質代替材料）に適しています。
●自動練和タイプなので、粉・水等の計測
や手練和が不要で、必要量だけを直接適
用することができます。
標準価格＝1 本（8g 入） 15,000 円

イボクラールビバデントから発売された
“プログラマット G2 シリーズ”は、洗練
されたデザイン、優れた操作性、高機能を
実現し、審美性の再現や様々なニーズに対
応したプレスファーネスです。FRF（全自
動プレス機能）の搭載により、今やプレス
工程はより簡単、経済的なプレスセラミッ
クスの製作方法へ進化。インベストメント
リングをファーネスにセットし、スタート
ボタンを押すだけで適したプログラムで
プレスを行います。
【特徴】
●プログラマット EP5010G2 は、赤外
線カメラ（IRT）機能を搭載し、赤外線
カメラから得られる情報を元に、炉内に
ある修復物の数やサイズ、適切な乾燥状
態をファーネスが把握し、混相公営のパ
ラメータを自動で調整します。
●埋没リングのクラック検地システム
（CDS）機能を搭載し、必要に応じて圧
力を調整し、可能な限り修復物の破損を
押さえます。
●オートマチックキャリブレーション機
構により、自動的に炉内の 2 つの温度域
を正確にキャリブレーションし、正確な
温度でプレスと焼成ができます。
標準価格＝EP5010G2 2,290,000 円
EP3010G2 1,730,000 円

美しいマージン形成に！
今回ご紹介させていただきます商品は、㈱マイクロテックより発売されております
『プレパレーション用ラウンドチゼル』です。
拡大鏡下、顕微鏡下における支台歯形成後のマージン調整・仕上げ用のチゼルです。
自費による補綴はもちろん CAD/CAM による補綴が増えてきている昨今、
シビアなマ
ージン形成や厚みを確保したショルダー形成を行う事が求められるようになりました。
そこでタービン形成後、最終調整を行い厚みの確認をする事も出来るインスツルメント
がこちらの商品になります。
ご使用いただいております先生からは、
「ジャンピングマージンやラフマージンを軽
く調整してあげるだけでマージンラインが滑らかになり補綴物装着後の美しさが違っ
てきます。
」とおっしゃられます。幅の異なる６種類の商品があり、微妙に形態も異な
りますので、商品の詳細つきましては弊社営業担当者までお気軽にお尋ねください。
大分店 営業課 添田 義治

標準価格＝各種 1 本 9,800 円
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★UK 特別企画 伊藤超短波㈱“D-function”のご案内！

国内初の歯科用両側性筋電気刺激装置！
当社では、伊藤超短波㈱とのタイアップ企画といたしまして、国内初の歯科用両側性
筋電気刺激装置『D-function』を 4 月 21 日～6 月 20 日迄の期間中、特別キャンペ
ーンを実施いたしております。D-function は、ファンクショナルな波形による電気刺
激を与えることで、顎関節や咬筋など頭頸部の疼痛緩和や筋肉の弛緩が可能な電気刺
激装置です。通電した際の皮膚への刺激が少ないので、患者様が快適にご使用いただ
けます。是非ともこの機会にご用命のほどお願い申し上げます。キャンペーン中の特
別価格など詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。
【D-function の特徴】
●場所を選ばないコンパクトサイズでありながら、治療用グローブ
をしたままでも押しやすい大きなタッチパネルを搭載。
●デフォルトの出力は 30mA で安全性にも配慮。
●CH1 と CH2 でそれぞれ個別の設定が可能で、多彩な５つのモー
ドにより症状に合わせた治療が行えます。
●患者様の肌に直接触れる D-function パッドは、衛生的なディス
ポーザブルタイプを採用。
製品紹介動画を
●歯科診療報酬保険点数の請求が可能です。
標準価格＝本体一式 180,000 円 今だけ！キャンペーン中 !!
※治療に使用する D-function パッド
（8 枚入×10 袋）
をご提供！

★今週の新刊

『 最強の歯科ミーティングバイブル 2 』
～その悩みは診療か、診療以外か～

ご覧下さい！

『 なぜ自費率 50%の歯科医院をめざすのか 』

歯科医院の仕事を「診療」と「診療以外」に分
類し、
「診療以外」がうまく回り出すアプローチ
方法を指南。加えて、スタッフの能力を引き出
して院長が診療と経営に集中できるチームづく
りのコツや、モチベーションを高めながら医院
の改善を図るワークについて、愛らしいイラス
トでわかりやすく解説。組織の活性化を図りた
い院長必読の一冊。

『月刊デンタルダイヤモンド』連載「With コロ
ナ時代の自費率 50%を目指す歯科医院経営」
が待望の書籍化。自費率 50%を実現するため
に著者が築き上げたノウハウを惜しげもなく披
露。医院コンセプトの設計から治療戦略の考え
方、設備投資における選択基準、法人化を含め
た事業計画まで、歯科医院経営のモチベーショ
ンアップとなる珠玉の一冊。

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

●著 ＝丸尾 勝一郎
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝6,300 円＋税

The Rule Book①

全身疾患やストレスによるリスクは回避できる！

『 成功に導くための基準とステップがわかる
前歯部審美治療のルール 』

『 臨床医のための歯科麻酔テクニック
&全身管理の秘訣 』

前歯部審美修復治療に必要なステップを 11 の
チャプターに分類し、各ステップでの必須項目
をルール化。全 58 のルールから学べます。解
説されたルールを日常臨床に落とし込むマニュ
アルとしても最適！症例やニーズに応じたマテ
リアル選択のルールがわかり、またラボコミュ
ニケーションに必要な情報もルール化して解説
した一冊。

「これを知らないと・・・、これをやっておか
ないと危険・・・」来院患者さんの全身的リス
ク回避が欠かせない時代だからこそ生まれた
書。リスク回避のために、歯科医師、歯科衛生
士、歯科助手などのチームで知識を共有でき、
臨床で本当に必要な知識の整理と、具体的な対
策が臨床直結で読める。また、インプラント手
術など全身管理が必要な時の歯科麻酔医との身
近な連携ができる。

●監著＝小濱 忠一
●著 ＝岡崎 伸一／片岡 繁夫／古波蔵 翔
下地 恒太郎／高橋 聡／中島 圭治
中野 環／名取 徹
●出版＝インターアクション
●価格＝12,000 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

●監著＝雨宮 啓
CDAC（Clinical Dental
Anesthesiologist Club）

●出版＝インターアクション
●価格＝9,000 円＋税
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