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オリフィス セファロ／ヨシダ
＜デジタル式歯科用パノラマ
・断層撮影 X 線診断装置＞

ライトフィックス
／サンメディカル

プログラマット S1 1600
／イボクラールビバデント

＜歯科動揺歯固定用接着材料＞

＜シンタリングファーネス＞
-

￥

ヨシダから発売された“トロフィーパン
スマート オリフィスセファロ”は、セフ
ァロ画像（18×24cm サイズ）がわずか
3 秒という早さで撮影が可能なデジタル式
パノラマ・断層撮影 X 線診断装置です。短
時間で撮影できるため、被写体がぼやけて
しまうおそれや患者さんの被ばく量が軽
減されます。

-

【特徴】
●オートトレーシングが 90 秒で完了しま
す。様々なセファロ分析方法の中から選
択できるため、解剖学的特徴やトレース
構造の把握が的確に行えます。
●パノラマ・セファロそれぞれに専用のセ
ンサーを標準装備しています。センサー
を交換する必要がないため、センサー落
下や接触不良などのリスクが軽減されま
す。
●コンパクト性を追求したデザインで、レ
ントゲン室の限られたスペースに設置し
ても、患者さんに圧迫感を与えにくい設
計です。
● 最 小 設 置 ス ペ ー ス は 、 W2,000 ×
D1,400×H2,400mm。
標準価格＝本体一式 7,100,000 円
※取付料・保証料別途必要

ワンペーストタイプの光重合型動揺歯固定
用接着材料“ライトフィックス”がサンメ
ディカルから発売されました。シリンジか
らダイレクトに塗布ができ、光硬化型でス
ピーディーに硬化するため、外傷固定や軽
度の膿漏固定など治療スピードが求められ
る動揺歯固定に適しています。
【特徴】
●新開発の「STF モノマー」を配合するこ
とで、複雑な応力に追従し、変形しなが
ら応力を緩和できる物性を実現。これに
より、破断しにくい硬化物特性を有して
います。
●エッチャントゲルで歯質の表面処理後、
ライトフィックスペーストを塗布するこ
とで、高い歯質浸透性を発揮します。
●ライトフィックスは無機フィラーを配合
していないため、万が一脱離した場合は
硬化体を全て除去しなくても直接リペア
が可能です。
●セット品付属のエッチャントゲルは、エ
ナメル質専用の高粘度タイプのリン酸エ
ッチング材です。シリンジタイプなので
口腔内に直接アクセスでき、ピンポイン
トでエッチングが可能です。
標準価格＝セット
（ペースト 1.5ml×2 本、
エッチャントゲル 1 本）11,000 円
単品（1.5ml）
4,400 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 S1 1600”は、従来機
の「プログラマット S1」の軽量でコンパ
クトなデザインやシンプルで簡単操作を踏
襲するとともに、マッフルの改良により最
高温度が 1600℃まで設定でき、透過性が
高い酸化ジルコニウムにも対応できるシン
タリングファーネスです。
【特徴】
●シンタリング時間は最短で単冠（クラウ
ン）が 75 分、ブリッジが 90 分で、製
作時間を短縮できます。
●軽量（27kg）でコンパクトなデザイン
なため、限られたスペースでも設置が可
能です。
●プラグラムを簡単に選択でき、プログラ
マットシリーズの操作性を受け継いでい
ます。
●温度校正機能を備えており、一定の温度
で安定した修復物を製作できます。
●パワーセービング機能により、省費電力
を抑えられます。
標準価格＝本体一式 2,000,000 円

『 ウルトラパック 』
＜ ウルトラデントジャパン ＞

標準価格＝4 本セット
#000 単品
#00 単品
#0～#3 単品

6,400 円
2,100 円
1,900 円
1,800 円

マージンラインの確保で精密な印象を！
今回ご紹介いたします商品は、ウルトラデントジャパン㈱の圧排糸『ウルトラパック』です。
ウルトラパックは 100%コットンを使用しており、伸縮可能な螺旋ループを持つ圧排糸です。
正確な歯肉のコントロールには弾力性に富んだ圧排糸が必要不可欠です。細い糸を撚ったり束ね
たりして形成されている圧排糸では歯肉溝への挿入が困難となり、圧排が十分行えない場合があ
ります。ウルトラパックはコットンを 100%使用し、無数の編み込まれた小さな輪から形成さ
れており、歯肉縁下でのマージンラインの印象採得時の圧排を容易にします。
ご使用中の先生方からは、
「ビスコスタット（硫酸鉄 20%の浸出液抑制材ジェル状）やアス
トリンジェント（硫酸鉄 15.5%の浸出液抑制材液状）と専用のチップ等（デントインフューザ
ーチップ等）で精度の高い印象採得が出来ています。
」との評価をいただいております。是非、
この機会にお試しください。詳細につきましては弊社営業担当者にお申し付けください。
鹿児島店 営業四課 上原 勝義
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★今週の新刊

『 マンガでわかる成功へのプロセス 30
歯科医院に本当に必要なこと 』

『 接着歯学 第 2 版 』

主人公とスタッフとのやりとりを通して、
「時代
に関係なく生き残る歯科医院とは何か？医療と
は何か？」を改めて見つめ直すことができるマン
ガストーリー。
「長期にわたり成功を収めるには
何が必要なのか、医療に携わる人間として何が必
要なのか」を学べる一冊。

臨床編に加え、的確な治療を行うために役立つ基
礎編との 2 部構成として、
接着歯学の体系化を行
うとともに、実践的な技術情報・最新の知見・幅
広い臨床応用などをビジュアルに解説。接着材料
の開発秘話や学術用語を整理し改訂。時代に即し
た「接着歯学」のテキスト本。

●著 ＝髙井 康博／佐々生 康宏
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,200 円＋税

●編 ＝日本接着歯学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝10,000 円＋税

隔月刊「補綴臨床」別冊

『 緊急事態！歯科診療室でこんなときどうする？ 』

『 天然歯の科学 』

～DVD で学ぶ良い対応、悪い対応～

前歯部審美修復を行う歯科医師のために、天然歯
の形態、審美修復の設計基準、歯のシェードの再
現方法等について豊富な写真と図説で解説。歯間
修復に伴う審美と機能の回復のために、
“天然歯
の解剖学的形態から光学特性まで”を深く掘り下
げて詳説した一冊。

歯科診療室で起こりうる8つの場面を想定し、そ
れぞれの「良い対応」
「悪い対応」についてDVD
に動画を収録。冊子では、8つの場面（症例）の
診断、基本の対処法や、疾患紹介などを掲載。緊
急事態に患者を守るための必携のDVD付きのイ
ブック。

●著 ＝Jan Hajto
●監訳＝宮崎 真至
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,300 円＋税

●著者＝矢島 安朝／野口いづみ／中川 洋一
●出版＝永末書店
●価格＝8,200 円＋税

『 咬合治療 失敗回避のためのポイント 38 』
～なぜ咬み合わないのか、なぜ破折するのか～

近年の咬合病の概念や基礎用語の解説、治療立案
に必要な診査項目などの解説に加え、咬合再構成
などの症例を展開。咬合治療の知識・診断・治療
の要点を 38 のポイントにまとめた一冊。
●燗著＝普光江 洋
●著 ＝武井 順治／清水 真一郎
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝13,000 円＋税

別冊 ザ・クインテッセンス

10 年から 30 年近い長期経過症例を 17 名の著
名臨床家が披露。ペリオやエンドのケース（おも
に炎症のコントロール）と、欠損補綴・修復のケ
ース（おもに力のコントロール）部門の２部構成
で、その経過のときどきの試行錯誤がつぶさに報
告されており、若手臨床家にとっては治療指南に
なる一冊。

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

補綴をメインテーマに据えつつ、とくに進展著し
いデジタルデンティストリーや、それによって製
作されたジルコニアセラミックをはじめとする
新材料の取り扱いに関する内容に特化した「トム
ソン・ロイターシリーズ」の第 4 弾。
●著 ＝木本 克彦／星 憲幸
丸尾 勝一郎／林 幸男
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,000 円＋税

『 YEARBOOK2016
長期経過症例から学ぶ“炎症と力のコントロール” 』

●編 ＝クインテッセンス編集部
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税

『 補綴・デジタルデンティストリーのための
重要 10 キーワードベスト 200 論文 』

『 自由診療化への鍵
トータルヘルスプログラムによるストラテジー 』
「トータルヘルスプログラム」とは、口腔内のリ
スクを低減するための予防を基軸とした取り組
みであり、歯周病・う蝕の管理を治療・予防・メ
インテナンスまで無理なく自由診療化できるス
トラテジーである。本書は、その考え方と導入の
ノウハウを一冊に集約した書。
●著者＝辻村 傑
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝6,500 円＋税
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