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エクセラスマート クラシック
／ヨシダ

V クリーンクロロ／大榮歯科産業

エステマット スリムⅡ／松風

＜安定型複合塩素製剤＞

＜歯科技工用ポーセレン焼成炉＞

＜デジタル式歯科用パノラマ
・断層撮影 X 線診断装置＞
-

￥

-

ヨシダ１１０周年限定モデルとして発売さ
れた“エクセラスマートクラシック”は、
エクセラスマートシリーズ同様、パノラマ
の高画質はそのままに、価格を抑えたデジ
タルパノラマレントゲンです。次世代高解
像度 Direct C-MOS センサーと独自の画
像構築技術により、画像ボケの少ないシャ
ープなパノラマ画像を実現しました。

大榮歯科産業から発売された“V クリーン
クロロ”は、優れた除菌・消臭効果と高い
安全性とを兼ね備えた除菌消臭スプレーで
す。本製品は、高い除菌・消臭効果を持つ
塩素製剤でありながら、次亜塩素酸のよう
に金属に対する腐食性や皮膚への為害性が
なく、漂白や脱色もほとんど起こさないの
で、院内全般で安心して使用することがで
きる除菌・消臭スプレーです。

松風から発売された“エステマットスリム
Ⅱ”は、設置面積にこだわり、スリムなデ
ザインで省スペース化を実現したポーセ
レン焼成炉です。金属焼付用陶材はもちろ
ん、ジルコニア用陶材、アルミナ用陶材、
低溶陶材にも幅広く対応し、数々の便利な
機能でイメージ通りの焼成が行えます。

【特徴】
●断層可変テクノロジーにより、撮影完了
後も患者さんの歯列や形状に合わせた画
像を再構築できます。
●見たい部分が不鮮明な場合でも、ソフト
上で診断しやすい画像に調整できるた
め、再撮影のリスクが軽減できます。
●パノラマからのデンタル切り出しが簡単
に行えます。切り出した画像は 1 枚から
お使いのソフトウェアへの転送が可能で
す。
※本機は、2D パノラマ専用機となり、セ
ファロ及び 3D パノラマへのバージョン
アップはできない限定モデル機です。

【特徴】
●安定型複合塩素とは、次亜塩素酸ナトリ
ウムに添加剤を加えることで、
溶液のpH
を弱アルカリ性に維持するとともに、有
効成分を安定化させたものです。強アル
カリ性の次亜塩素酸ナトリウム水溶液と
違い、高い効能を持ちながら環境負荷や
生体為害性が小さく、安心して使用でき
ます。また、塩素が揮発しないので長期
間安定した効果を発揮します。
（未開封時
3 年）
●様々なウイルスや細菌に対して短時間で
除菌効果を発揮します。
●臭いの原因物質を分解消臭します。
●食品添加物の認可を受けており、生体に
対する安全性試験も実施済みです。

【特徴】
●突起部分を含む W230×D330×Ｈ
575（mm）のスリムなデザインで省ス
ペースを実現。設置場所を選びません。
●液晶モニターの搭載により、パラメータ
ー入力や焼成工程がグラフィック化さ
れ、視覚的に確認しやすくなり、使いや
すさがアップしました。
●最大 200 個の焼成プログラム設定が可
能です。松風製陶材の焼成プログラムは
あらかじめ登録されているので、設置後
すぐに使用が可能です。
●ユーザーの好みに合わせて表示を選択
できる機能（温度表示：摂氏・華氏、真
空表示：hPa・mmHg）や、マッフル内
を低温で乾燥させておくためのナイトモ
ード機能、器械本体の診断機能などの便
利な機能が搭載されています。

標準価格＝本体一式 3,980,000 円
※取付料は別途必要

標準価格＝500ml スプレー
1,500 円
５リットル詰替 BOX 10,000 円

標準価格＝本体一式
（別売）真空ポンプ 100

『 オペレーションチェアー 』

650,000 円
105,000 円

顕微鏡下診療時での手先のブレを抑えるチェアー！

＜ 長田電機工業 ＞
今回ご案内させて頂きます商品は長田電機工業㈱から発売されております、
『オペレーショ
ンチェアー』です。
特徴として、
①サドル型シート・チルト機構により、長時間使用しても大腿部の圧迫を防ぐため、足の
しびれや痛みがなく快適に診療できます。
②顕微鏡下での診療時にも手先のブレが抑えられ、精度の高い診療が行えます。
③両肘をサポートできるため、上腕、肩、背中、腰へかかる負担を軽減してくれます。
開発に携わられました長崎エンド塾講師で冨永歯科クリニック院長の冨永尚宏先生からは、
「顕微鏡下の診療以外にも精密な作業（形成など）を行う際に使用してみてください。
」との
お言葉を頂いております。デモ機のご用意もございますので是非この機会に弊社営業担当にお
問い合わせください。
長崎店 営業二課 植松 卓也
標準価格＝ 本体一式 240,000 円
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★今週の新刊

『 カラーアトラス 顎関節外科の手術手技 』
～パンピングから関節鏡、円板切除、全置換術まで～

『 新装版 クイント はみがき えほん＜Ⅲ＞
なにしてるの 』

顎関節の局所解剖、外科的診断、画像診断、治療
戦略から、関節腔パンピング、関節腔洗浄療法、
関節鏡視下剥離授動術、さまざまな顎関節開放手
術、そして海外で行われている人工関節を用いた
顎関節全置換術まで、その外科処置の実際と手順
を豊富で大きなカラー写真とイラストで解説。口
腔外科医必携の書！

楽しいイラストで読み聞かせに最適な幼児向け
「クイントはみがきえほん」の新装版。本書はそ
のサードステップ、4 歳前後の子どもが対象で、
自分で磨いた歯をお母さんに見てもらい、上手な
磨き方を学んでいく男の子の様子を楽しいイラ
ストで表現。子どもの健やかな成長と歯みがきの
大切さが伝わる絵本シリーズ。

●編著＝村上賢一郎／近藤 壽郎／瀬上 夏樹
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝16,000 円＋税

●監修＝丸森 賢二 ●文・絵＝北村 治
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝750 円＋税

『 薬 ´17／´18 』

『 根管治療で失敗する本当の理由 』

～歯科 疾患名から治療薬と処方例がすぐわかる本～

～難症例・トラブル・再根管治療を克服するための指針と鉄則～

それぞれの分野の第一線で活躍されているスペ
シャリストが日常使っている処方を疾患別に掲
載。投薬効果によって処方を変更できるように第
1 選択薬から第 3 選択薬までを掲載。また、口腔
ケアの薬や知っておきたい薬の話も掲載。誰でも
最適な治療薬を処方できる一冊。

歯科医師のベーシックとアドバンスの知識と技
術の隔たりを埋めるべく、臨床で必ず経験する興
味深い症例に焦点をあて、なぜ失敗したかについ
て簡潔に解説。根管治療の厳しい実情を説明する
のみならず、その解決に向けた具体的な対処法も
提示した一冊。

●編 ＝朝波 惣一郎／王 宝禮／矢郷 香
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,000 円＋税

●著 ＝鶴町 保
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,000 円＋税

別冊 ザ・クインテッセンス

『 小児歯科・デンタルホーム YEARBOOK 2016 』
～今、あるべき小児歯科臨床の探る～

本別冊は、口腔を主体とした健康管理と歯科臨床
のパラダイムシフトを鑑み、現代の小児歯科臨床
に必要な情報を一般臨床家向けに発信した一冊。
●著＝飯田博子／石谷徳人／伊藤 中／柿崎陽介
柿崎美智子／香西克之／児玉実穂／新川亜弥
須貝昭弘／関崎和夫／髙木裕三／辻 彩花
恒石美登里／外木徳子／行田克則／弘岡秀明
藤木省三／細見洋泰／茂木瑞穂／早崎治明
山崎要一／渡辺一騎／渡辺政治
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,800 円＋税
『 THE SOFT LINING 軟質リラインの本質 』
本書は「痛い」
「噛めない」
「外れやすい」という
義歯臨床の悩みを解決する有効な一手を教えて
くれる。長期に渡り安定性のある軟質リライン材
が普及し、超高齢社会の義歯診療の幅が大きく拡
がり、そのエビデンスと臨床的手技を教えてくれ
る義歯臨床家必携の一冊。
●編著＝濱田 泰三／村田 比呂司
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝9,000 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

『 DENTURE 1st book
ビジュアルでわかる総義歯作製“超”入門 』
“大”がつくほど総義歯治療が嫌いだった著者
が、義歯患者ばかりの医院承継により、数多のセ
ミナーを受講し、文献を渉猟して、多くの先達か
ら得た知識をもとに編んだ本書は、
“超”初心者
でも成功する総義歯治療のポイントが、写真を中
心としたビジュアルで分かりやすくまとめられ
ている。
●著 ＝前畑 香
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝7,000 円＋税

『 洗口液なるほど活用術 』
洗口液をテーマとして学術的根拠に基づいて解
説された、本邦初の書籍。個々の患者に合った洗
口液の提案と、効果を最大限に引き出す指導を、
根拠を示しながら行うために欠かせない一冊！
●監修＝興地 隆史
●編著＝竹中 彰治
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,900 円＋税
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