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クラネス TS
（タブレットスタイル）／ヨシダ

アイパッド NF1200
／ビーエスエーサクライ

＜歯科用ユニット＞

＜自動体外式除細動器＞

サーモトロールⅢ／モリタ
＜歯科技工用高周波遠心鋳造器＞

-

タブレット PC に設定を記憶させること
で、術者一人ひとりに合わせたカスタマイ
ズが可能な歯科用ユニット“クラネス TS
（タブレットスタイル）
”がヨシダから発売
されました。タブレットに術者の名前を登
録することで、チェアのポジション、イン
スツルメントの回転速度・ライトの強弱・
注水の ON／OFF などの設定を最大 8 名
まで記憶させておくことができます。登録
後は、表示された術者名を選択するだけで、
術者好みにカスタマイズされた状態で診療
が可能です。※タブレットは別売。
-

【特徴】
●5 倍速ハンドピースとエアタービン両方
の使用域を含めた回転速度で使用できる
「ケイエア」搭載。エアタービンの軽さ
はそのままに 5 倍速に近い感覚で使用で
きるため、手指に無理な力をかけずに滑
らかな切削が可能です。
●エンドモードを搭載した「マイクロモー
ターBL」を標準装備し、エンドモードで
は、予め設定した負荷に達すると回転を
自動でストップして逆回転します。リバ
ース角度・回転速度・トルク値の設定が
簡単に行えるためファイルへの負荷を回
避し、より安全な根管治療をサポートし
ます。
標準価格＝標準仕様 4,082,000 円～

『 ジェリップス 』

ビーエスエーサクライから発売された自
動体外式除細動器“アイパット NF1200”
（製造販売：CU メディカル社）は、初め
ての人でも分かりやすく、簡単に使用でき
る AED です。間違いなく使えるよう、考
え抜かれたシンプルな設計と分かりやす
くボタンが配置され、また、丁寧な音声ガ
イダンスで緊急時にしっかりとサポート
します。人間工学を基にした 2.2kg の小
型・軽量デザインで、女性やお年寄り、子
供でも簡単に持ち運ぶことができます。さ
らにリコールゼロの信頼の品質で、安心を
お届けします。
【特徴】
●簡単に操作ができる、おてがる AED で、
救命工程がひと目でわかるリファレンス
ガイド機能を搭載。
●心肺蘇生コーチング機能を搭載し、大き
くはっきりした音声ガイダンスと、1 分
間に 100 回以上のリズムでコーチング
します。
●最大 40 分の心電図波形をメモリーで
き、赤外線通信で再生可能です。
●長寿命の DC12V リチウム二酸化マン
ガン電池を使用。約 200 回の除細動を
行うことができます。
標準価格＝本体一式 290,000 円
※新発売特別価格にて販売中！

モリタから発売された“サーモトロール
Ⅲ”
（製造販売：SK メディカル電子）は、
モーターコントロールにより、7 段階のト
ルク設定が可能で、使用する金属、症例に
よりアームの回転スピードの変更が可能
な高周波遠心鋳造器です。回転トルク切替
の幅と溶解パワーコントロールの幅が広
く、低融点金属から高融点金属まで幅広く
使用しやすくなりました。
【特徴】
●パワーコントロールを HＩモード（約
25～100%）と LO モード（約 10～
40%）から選択できるようになり、症例
に応じて融解中でも可変が可能です。
●CAST スイッチを押してからアームが
回転するまで、タイムラグが無く、金属
を鋳型に流し込むことができます。
●融解開始後、融解状態がわかりにくい場
合はのぞき窓から付属のアルミナ製撹拌
棒を利用して確認できます。
●誤セット防止用に切れ込みの入ったリ
ングガイドは、Φ32、Φ40、Φ50、
Φ60、Φ70、Φ80、Φ90 の 7 種類
（オプション含む）のリングに対応しま
す。また、リングレス鋳造にも対応が可
能です。
標準価格＝本体一式 1,498,000 円

素敵な笑顔は歯と「くちびる」の健康から！

＜ モモセ歯科商会 ＞
今回ご紹介させて頂く商品は、㈱モモセ歯科商会から発売されております歯科医院専売品の
高級リップジェル『ジェリップス』です。特徴としましては、①ホワイトニング、PMTC、一
般歯科診療、訪問介護診療、そして日常生活と広範囲にお使い頂けます。②保湿成分のアミド
セラミド、シアオイル配合。肌なじみがよく保湿効果が高いので、長時間の診療に 1 回の塗布
で潤いを持続します。③紫外線防御効果 SPF15PA++により、ワセリンでは防ぐことの出来な
い紫外線の悪影響から唇を守ります。④デンタルケア専門家とベビー用品メーカーがコラボし
た、"Made With pride in Japan!"
本製品は"光照射器の可視光から唇を防護"するので、特に日常診療におきましてホワイトニ
ングとコンポジットレジン修復時の使用に大変オススメです。しかも、フルーツとハーブ、2
つの香りで患者様に心地良く診療を受けて頂けますので、是非この機会に『ジェリップス』の
導入をご検討お願い致します。詳細につきましては、弊社営業担当者までお尋ね下さい。
患者参考価格＝1 本 10g 入
1,500 円（税別）

福岡店 営業二課 西坂 慶紀
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★今週の新刊

歯科チェアサイドマニュアル

『 歯科保険請求マニュアル 平成 28 年版 』

『 有病者はこう診る 全身疾患のある患者が来院したら 』

～歯の知識と請求の実務～

日常診療でよく遭遇する全身疾患のほとんどを
網羅し、各疾患ごとに押さえておきたい知識や注
意事項を必要最小限に提示し、また、どの程度の
治療までは安全であるかを明示。患者さんの既往
歴に応じた、安心・安全な歯科治療を提供するた
めのチェアサイドマニュアル本。

保険診療の仕組みや内容を項目別に示し、レセプ
トがすぐに正確に書けるようレセプト欄に沿っ
て解説し、記載例も提示。随所に「知識のまとめ」
と「設問」を配置し、知識の整理に役立つような
構成の一冊。平成 28 年 4 月の大幅な診療報酬
改定に対応した最新版！

●監著＝和田 健
●監修＝岡田 定
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,000 円＋税

●著 ＝高橋 一祐
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,800 円＋税

『 5 つのテーマでわかる若手歯科医師のための
高齢者歯科ハンドブック 』

『 歯科臨床ファーストレシピ 2 』

～全身疾患・義歯・口腔ケア・摂食嚥下・訪問診療～

～保存治療編～

さまざまな現場で高齢者歯科医療に携わってき
た著者らが、基礎疾患、有床義歯、口腔ケア、摂
食嚥下、
訪問診療という 5 つの専門領域について
まとめ上げた高齢者歯科入門書。高齢者歯科臨床
の 5 つのテーマについて必要最低限知っておき
たい知識と対処法を簡潔にまとめた書。

信頼獲得の近道は保存修復の習得にあり！治療
法の基本から実践まで、保存治療の実践に欠かせ
ない検査の仕方から、新人に求められる臨床手技
まで、教科書だけでは学べないチェアサイドのノ
ウハウをこの一冊に凝縮。臨床現場に即した写真
と解説で保存治療の「臨床力」のアップに！

●編著＝松尾 浩一郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,400 円＋税

●編著＝西田 哲也
●著 ＝西田 香／有路 珠幸
●出版＝学建書院
●価格＝6,000 円＋税

デンタルダイヤモンド増刊号

『 子どものう蝕治療とリスクマネジメント 』

『 「TCH」見逃していませんか？
診査・診断・是正・指導のポイント 』

「子どものう蝕治療とリスク管理」にスポットを
あて、う蝕の治療と予防の最前線はもちろん、子
どもたちの明るい未来のために歯科医療が果た
すべき役割について多方面から詳細に解説。妊産
婦指導から始まる０歳からう蝕予防、乳歯列期、
混合歯列期、学童期における口腔衛生指導のあり
方にも言及した一冊。

近年、顎関節症の原因の１つとして上下歯列接触
癖（Tooth Contacting Habit：TCH）が注目
され、顎関節症患者の多くはこの TCH を是正す
ることによって顎関節症の症状が消失すること
がわかってきた。本書は、TCH の概念を明確に
し、日常臨床における診査・診断、是正と指導に
ついて、わかりやすく解説した一冊。

●編集＝木本 茂成／弘中 祥司／田中 晃伸
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,000 円

●監著＝木野 孔司
●編著＝佐藤 文明
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝8,000 円

『 歯科医院のための訪問歯科診療 6W1H 』
約30年前に在宅歯科往診ケアチームを設置した
日本歯科大学新潟病院。その豊富な知識・経験を
もとに、訪問診療の基本、患者の状態把握、全身
疾患や服用中薬剤への対応、医療連携などのポイ
ントをまとめ上げた書。超高齢社会の訪問歯科診
療に必携の一冊。
●編著＝藤井 一維
●出版＝メディア
●価格＝4,300 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

『 歯科衛生士パスポート
＋Web（全身疾患医療面接）編 』
有病者への対応は、歯科衛生士がキーになる時代
に。プロの歯科衛生士として欠かせない全身疾患
や薬剤、緊急時対応について分かりやすくまとめ
た一冊＋Web 版。
●監修＝藤井 一維
●編著＝山口 秀紀
●出版＝メディア
●価格＝2,750 円＋税
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