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オペレーティングスツール
OS-Ⅳ／ジーシー

パナビア ベニア LC
／クラレノリタケデンタル

レーザーEVO ホワイト
／山八歯材

＜オペレーティングスツール＞

＜歯科用セメントキット＞

＜技工用レーザー溶接機＞

術者の診療を快適にサポートする“オペレ
ーティングスツール OS-Ⅳ“がジーシーか
ら発売されました。手を触れることが多い
背クッションは、
「縫い目」や「つなぎ目」
が無いシームレス設計のため、拭掃がしや
すく衛生的です。また、座部シートの変更
により、柔らかい座り心地を実現します。
【特徴】
●座クッションの柔らかさと、座部の形状
を見直すことで体圧が分散し、臀部への
負荷を軽減させます。
●5 個の双輪キャスターに加え、440mm
にキャスターベースを大きくした低位
置重心の設計により、移動や体勢を変更
する際も安定した動きと着座感が得ら
れます。また、移動の際もスムーズなス
ツールワークが診療をサポートします。
●ジーシー社製各ユニットのチェアシー
トと同色のカラーが選択可能です。
標準価格＝
ドクター用（標準色）
98,000 円
ドクター用（特別色） 110,000 円
アシスタント用（標準色）76,000 円
アイスタント用（特別色）88,000 円

『 クリーントラップ 』
＜ フェニックスデント ＞

クラレノリタケデンタルから発売の歯科
用セメントキット「パナビア V5」に、ラ
ミネートベニア用の“パナビアベニア
LC”が追加ラインナップされました。
各シ
ェードの色調は「パナビア V5」と同じで、
試適用のトライインペーストも共通です。
また、接着システムも共通で、ペーストを
置き換えるだけでラミネートベニアによ
り適した接着操作を行うことができます。

【特徴】
●真球状シリカフィラー・ナノクラスター
フィラー・X 線造影性フィラーを高密度
に配合し、補綴装置内面に流れやすく、
支台歯へのセット時は垂れにくく、糸引
きの少ないバランスの良いペーストで
す。
●十分な操作余裕時間でベニア修復に適
した操作性を実現します。
●余剰ペースト 1 か所につき 1 秒以内の
光照射で、半硬化したペーストを一塊で
除去できます。
●微細なフィラーを高密度に配合してい
るため、滑沢耐久性に優れ、歯ブラシ摩
耗による光沢の減少を低減しています。
●色調は、ユニバーサル、クリア、ブラウ
ン、ブリーチの 4 色をランナップ。
標準価格＝
ベニア LC ペースト（2.6g 入）8,000 円

山八歯材から発売された“レーザーEVO
ホワイト”は、ライカ社製 10 倍接眼レン
ズを搭載し、作業性のよい広いチャンバー
内で快適なレーザー溶接が行えます。最大
パルスエネルギー160J のハイスペック
タイプのレーザー溶接機です。
【特徴】
●高速連射（最大 15Hz）が可能です。最
大値は Power/Time によって変動しま
す。
●タッチパネルディスプレイのため、パネ
ルにタッチするだけで、レーザー溶接の
設定が簡単に素早く行えます。
●10 段階のスポットサイズ調節（範囲
0.15～1.5mm）が可能です。スポット
サイズは数値の表示のみで、数値の設定
操作はチャンバー内の調節バーで行い
ます。
●設定プログラムは本体内（ROM）に 16
個、USB に 16 個の合計 32 個の設定
が保存可能です。
●本体サイズ W52×D73×H50cm の
コンパクトサイズです。
標準価格＝本体一式 2,500,000 円

石膏トラップの掃除から解放！
今回ご紹介させていただきます商品は、
㈱フェニックスデントより発売されております
『ク
リーントラップ』です。石膏トラップを掃除されたことがあればわかると思いますが、とに
かく臭い・汚い・時間がかかる、の 3 重苦が待ち受けております。外で洗う場所があればま
だマシですが、歯科医院の状況によっては院内のシンクにて掃除しないといけないところも
あり石膏トラップの掃除はかなり労力がかかるということが伺えます。
そこで題名の通り掃除からの解放ということで【石膏トラップをディスポにする】という
のがこの商品となります。①容器側面に上限線があります。沈殿物が上限線にかかる前に交
換してください。②トラップの中にある水を減らし廃水処理材“クリーンゲル”を使い沈殿
物をゲル化します。③IN と OUT を付属のキャップで絞めて産業廃棄物（医療廃棄物）とし
て処分するなどです。労働時間の効率化や感染対策を考えないといけない昨今、どうぞこの
機会にご検討をお願いします。
長崎店 営業三課 中野 悠一

標準価格＝本体 2 個 8,500 円、接続セット 3,000 円、クリーンゲル（100g×5 入）7,500 円、クリーンタブレット（5 錠入）4,000 円
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★今週の新刊

『 Dr.Hiro のペリオ図鑑 』
～組織・病因・分類・検査・治療・薬
・メインテナンスの“知りたい”が見つかる！～

歯周病学を 151 のトピックでひも解いた
Dr.Hiro の集大成。科学的裏付けはもちろん、
本書にしかない臨床に直結した情報、ネットに
はない包括的・体系的な情報で歯周病を正しく
理解できる書。各トピックは見開き 2 ページで
おもしろいイラストとともに図解した一冊。
●著 ＝山本 浩正
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝18,000 円＋税

必ず上達シリーズ

『 必ず上達 抜歯手技 増補新版 』
抜歯に対する誤解・問題点を熟知した筆者が、
若手歯科医師や抜歯が苦手な先生方が独習で
マスターできるようにとの願いを込めて、たく
さんの写真やイラストを用いて実践的なポイ
ントやコツを示した解説書が大幅にアップデ
ート。いかに安全に手際よく抜歯するかという
実践的なポイントが明らかになる一冊。
●著 ＝堀之内 康文
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,000 円＋税

『 歯を守る う蝕治療 』
～非切削う蝕治療へのパラダイムシフト～

『 ペリオ・インプラント再生治療 2022 』
～ベーシックからアドバンスまでのエビデンスに基づく
72 インプラント症例～

日本ヘルスケア歯科学会代表である著者が、非
切削う蝕治療を取り入れた新しいう蝕治療につ
いて解説。長期臨床データベースや、国内外で
の活動で得た知見をもとに、多くの臨床例を提
示し、新しいう蝕の診断方法や最新のフッ化物
情報、カリエスリスクアセスメネントの方法、
口腔内写真撮影の方法などを実例とともに詳細
に解説した一冊。非切削う蝕治療の最新手引書。

ペリオ・インプラント再生治療の最新トレンド
を大特集し、歯の保存への回帰、歯周組織再生
剤の応用の広がりで、特に注目される「歯周組
織再生療法」の術式の変遷と適応症を巻頭で特
集。また同会を代表する先生方によるペリオの
新分類に基づき治療したペリオ・インプラント
の最新症例を収録。エビデンスに基づくインプ
ラント治療の最新情報満載の一冊。

●著 ＝杉山 精一
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,000 円＋税

●編 ＝一般社団法人
日本インプラント臨床研究会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,500 円＋税

～技術と売上げだけでは、幸せになれない！～

『 エンド治療 Q & A 2022 』

『 お金と人で悩まない歯科医院経営の原則 』

～臨床判断のためのエビデンスブック～

これまで 1,000 人以上の歯科医師にアドバイ
スをしてきた歯科医院経営のプロが、
“成功する
医院経営”
“成長できる組織づくり”“幹部が育
つ人材育成”の原理原則を解説。読者特典とし
て 2025 年 5 月まで楽しめるオーディオブッ
ク付きの一冊。

歯内療法において、診査や根管形成、根管洗浄
といった基本的な手技から、CBCT や 3D プリ
ンターなどの最新の器材を活用した治療法ま
で、歯内療法に関する知識のアップデートに最
適なエビデンスブック。エンド治療における最
新のエビデンス満載の一冊。

●著 ＝坂本 佳昭
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝2,200 円＋税

●編 ＝吉岡 隆知／八幡 祥生
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,500 円＋税

『 歯科衛生士のための
よくわかる在宅療養者の口腔健康管理 』
今まで歯科医院の中で働いていた歯科衛生士が
在宅療養者のもとへ訪問し、口腔ケアが提供で
きるように、在宅療養者に多くみられる疾患の
事例を豊富に収載し、実際の進め方をわかりや
すく学べるように解説。地域包括ケアシステム
のなかで、歯科衛生士が口腔健康管理の担い手
として活躍するための知識を集め、コンパクト
にまとめた一冊。
●監修＝公益社団法人 日本歯科衛生士会
●編著＝吉田 直美／久保山裕子／山口 朱見
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,000 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

月刊「歯科技工」別冊

『 デジタル技工入門 61 のポイント 』
デジタル技工を始めるにあたって、基本となる
ポイントを網羅的に 61 個掲げ、整理した書。
あえてアドバンスな内容は控え、デジタルの初
心者、もしくはこれからデジタル技工を始めよ
うと考えている方に向けて、基本的な作業を画
像、図と簡単な文章で表現し、わかりやすく解
説した一冊。
●編 ＝株式会社シンワ歯研
作業適正化委員会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,000 円＋税
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