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エクスプランター
／ビーエスエーサクライ

ビューティフィル
ユニシェード フロー／松風

バトラーマウスベール
お口の液体絆創膏／サンスター

＜電動式骨手術器機＞

＜歯科充填用フロアブルコンポジットレジン＞

＜液体包帯＞

ビーエスエーサクライから発売された“エ
クスプランター”はウッドペッカー社独自
の FOC 制御技術により、あらゆる状態で
も安定したトルクを実現する歯科用イン
プラントモーターです。15～2,000rpm
の幅広い回転域でトルクフル&ノイズレス
&ノーバイブレーションを実現します。
【特徴】
●ハンドピース内部の精密加工ギヤはド
イツ製特殊銅を使用し、静音かつ高耐久
性で低速から高速まで安定したトルク
出力を実現。全てのインプラント手術手
順において正確で円滑な操作を提供し
ます。
●13,000LUX の LED 照明は優れた視認
性を有し、治療部位を鮮明に照射しま
す。
●高性能スイス製ブラシレスモーターを
採用し、5N・cm～80N・cm のあらゆ
る回転域で安定したトルクフルなパワ
ーを発揮します。
●大画面タッチ式カラー液晶パネルは、ハ
ンドピースの回転数・トルク・回転方向、
注水量等のプログラムを明瞭に表示し、
タッチによる直感的操作が可能です。ま
た、フラットなガラス製タッチパネルに
より清掃性に優れています。
●マルチファンクションフットコントロ
ーラーにより、快適な操作が可能です。
標準価格＝本体一式

398,000 円

『 ノブレス 』
＜ デンタルテクニカ ＞

松風から 7 月 21 日に発売される“ビュー
ティフィルユニシェードフォロー”は、天
然歯の色調と調和するシェード選択不要
のユニバーサルタイプのフロアブルレジ
ンです。垂れずに築盛可能な「ゼロフロー」
のペースト性状により、イメージ通りの的
確な充填が可能です。着色歯・変色歯の遮
蔽などに本品とあわせて使用できる“ビュ
ーティフィルユニシェードブロッカーフ
ロー”も同時発売。
【特徴】
●松風独自開発の S-PRG フィラーを含有
し、光を透過する性質と様々な角度へ拡
散させる性質を併せ持っているため、周
辺歯質からの反射光を取り込むことで、
周辺歯質の色調と同化します。
●光照射前後で透明性が変化しないため、
充填時に施術後のイメージが可能です。
●ピタッと止まって付形しやすいゼロフ
ロータイプです。
●ナノ S-PRG フィラーの採用により、短
時間での艶出しが可能です。
●臼歯部咬合面にも対応可能な高い機械
的特性を有します。

サンスターから 7 月 21 日に発売される
“バトラーマウスベールお口の液体絆創
膏”は、とろみのある液体が口腔粘膜の傷
口をカバーしてバリア！デリケートな傷
口を保護して日常生活をサポートする液
体絆創膏です。
【特徴】
●スプレーすると、とろみのある液体が口
腔粘膜に付着し、傷表面を覆って保護し
ます。
●口内炎の部位、義歯による創傷部位、歯
科矯正装置になどによる擦れ傷、やけど
など様々な口腔粘膜の傷に使用が可能
です。
●口腔内に使用しやすいスプレータイプ
で、長いノズルで気になるところもしっ
かり届きます。
●ほのかなシトラスの香りです。
●低刺激のノンアルコールタイプです。
患者参考価格＝1 箱（90ml 入）
3,520 円（税込）

標準価格＝1.2ml 入 3,200 円

1 秒モードで強力照射！
今回ご紹介させていただく商品は、デンタルテクニカより販売されております光照射器
『ノブレス』です。
こちらの商品は、3,000mW/cm2 エキストラパワーモードにより、1 秒でレジンを素早
く硬化させることが可能です。CR の積層重合を行う場合や高齢者、小児の患者様の際に負
担を軽減できます。また、白色 LED モードでショット前の位置決めができ、当て損じの防止
や口腔内照明としても使用できます。ヘッドは薄い 10mm で 180 度回転するため、患部が
狙いやすい設計になっております。さらに頑丈なアルミボディで出来ているため、落下にも
強い商品です。
ご使用いただいております医院様からは、
「1 秒でセメントや CR が固まるため、チェアタ
イムを短縮できた。
」
「
「高齢者の患者様が多いので、負担を減らせて良かったです。
」とのお
声をいただいております。是非この機会にご検討くださいますようお願いいたします。詳細
につきましては弊社営業担当者へお問い合わせください。
熊本店 営業四課 中村 遥夏

標準価格＝本体一式

79,000 円
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★今週の新刊

『 無歯顎補綴の治療戦略 』

アレキサンダーの矯正臨床シリーズ第 3 巻

～総義歯とインプラントを用いた難症例へのアプローチ～

『 アレキサンダーディシプリン非典型症例と難症例 』

斯界の気鋭歯科医師による「ザ・クインテッセ
ンス誌」好評連載をベースに書籍化！下顎位と
咬合採得の手法、デンチャースペースとコピー
デンチャーの重要性、治療計画から初期治療、
総義歯およびインプラントオーバーデンチャー
製作の実際、コンプリケーションとその対応、
メインテナンスまでを網羅した新時代の成書。

「20 の原則」
「長期安定性」に続く矯正歯科臨
床シリーズ第 3 巻。典型的な対処法では難しい
ケースに対して、抜歯や治療タイミングなどを
変更して対応していくテクニックとその限界
を具体的に示し、長期にわたって患者の咬合と
硬・軟組織に安定を得る方法を提示した一冊。
●著 ＝R.G.”Wick”Alexander
●監訳＝アレキサンダー研究会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,000 円＋税

●著 ＝吉松 繁人／奥野 幾久
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,000 円＋税

『 科学的根拠に基づいたビジュアル下顎埋伏智歯抜歯 』
～診断から実際の手技まで～

本書は、下顎智歯とその周囲の解剖にはじまり、
下顎埋伏智歯抜歯の診断、合併症に関する知識、
パノラマエックス線写真や CBCT 画像を用い
た術前のリスク判定、切開線の設定、そしてこ
れからを総動員したケースプレゼンテーション
まで、すべての科学的根拠に基づいて解説した
一冊。
●編著＝岩永 譲／畠山 一朗／伊原木聰一郎
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税
別冊ザ・クインテッセンス

『 一般臨床家、口腔外科医のための
口腔外科ハンドマニュアル’22 』
巻頭では特集Ⅰとして昨年に続き「新型コロナ
ウイルス感染症」を取り上げ、総括と今度の展
望を解説。特集 2 では低侵襲手術の普及等をふ
まえ「口腔外科における内視鏡手術」を掲載。
また「口腔外科ビジュアルセミナー」では、現
場に役立つ情報を網羅。激動の時代こそ己を磨
く、最新の知識と技能を学べる一冊。

歯科衛生士ブックレット vol.5
ライティング・バキューム操作・圧排

『 歯科手術アシスタントマスターBOOK 』
どんな時にどうすれば、術者（ドクター）を“ア
シスト”できるのか？抜歯やインプラントとい
った歯科の小手術におけるアシスタントのポ
イントを、歯科口腔外科でリーダーを務めてき
た DH が教えます。誰もが知りたかったアシス
ト法をステップごとに解説した一冊。
●著 ＝岩渕 慧／今村 栄作
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝2,200 円＋税

『 ワンポイント MFT で取り組む
口腔機能すくすく BOOK 』
本書は、口腔機能発達不全症に含まれる各種症
状についてしっかり学んだ後、MFT をワンポ
イントに加えて、口腔の発達にさらに寄り添っ
ていくための書。子どもの口腔機能の困りごと
にしっかり対応していくための一歩として活用
できるガイドブック。
●編著＝大野 粛英／山口 秀晴／井上美津子
高橋 治／橋本 律子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,300 円＋税

●編 ＝日本口腔外科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,600 円＋税

月刊「デンタルハイジーン」別冊

『 その痛みに寄り添いたい！象牙質知覚過敏症 』

『 歯科保険請求マニュアル 令和 4 年版 』
～歯の知識と請求の実務～

象牙質知覚過敏症の原因・メカニズムをはじめ
として、症状に応じた対応法を Step に沿って
わかりやすく解説。さらには各種知覚過敏抑制
材の特徴や痛みに苦しむ患者さんに対する問
診・指導のポイントをしっかり紹介した一冊。

歯科保険の請求に携わる方は必携のマニュアル
が、
令和 4 年 4 月の大幅な診療報酬改定に対応。
保険請求の基礎ともなる歯・口腔に関する基礎
知識も収載され、これ一冊で歯科治療とその後
の保険請求に関する基礎を学べる一冊。

●著 ＝山本 寛
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,500 円＋税

●著 ＝高橋 一祐／野沢 明子
歯科保険請求研究会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,300 円＋税
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