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オーラルショットⅥ／モリタ

クリアフィル AD ファイバーポスト

／クラレノリタケデンタル

＜口腔内撮影用
-

＜歯科根管用ポスト成形品＞

コンパクトデジタルカメラ＞

モリタから発売の人気モデル「オーラルシ
ョット」
（口腔内撮影用デジタルカメラ）が、
さらに使いやすく進化し“オーラルショッ
トⅥ”としてリニューアル発売されました。
充実の「歯科専用モード」により、規格性
のある口腔内写真をどなたでも簡単に、そ
してキレイに撮影できます。

クラレノリタケデンタルより発売された
“クリアフィルAD ファイバーポスト”
は、
レジンコアとの接着性（機械的嵌合）を考
慮し、独自形状を採用したファイバーポス
トです。胴体部分はポスト自身の強度を考
慮したストレートな形状、根尖への移行部
は歯根の形状を考慮したテーパー型、根尖
部にはレジンコアとの接着を考慮し、溝を
2 つ付与することで、物理的な維持力を増
加させます。

【特徴】
●軽量でコンパクトサイズの本体と、可動
式液晶でアングルも自由自在です。
●充実した 18 種類の歯科専用モード機能
を搭載し、あらゆる部位の口腔内撮影を
サポートします。
●高速画像処理エンジン搭載で抜群の操作
レスポンスとよりキレイな画像撮影を実
現します。
●全モードにアシスト表示設定を採用し撮
影時には自動的にグリッドを表示。毎回
同じ構図の口腔内写真が撮影できるので
治療前後の比較がより簡単に行えます。
●自動的に上下反転する 180 度回転機能
により水平診療位にも対応します。
●タブレットなどとの無線連携も簡単。オ
ーラルショット独自の自動画像送信機能
を搭載しています。
●歯科専用機としての抜群のコストパフォ
ーマンスを実現。

【特徴】
●クリアフィルファイバーポストの特長
であるポスト形状を踏襲しました。
●金属ポストよりも象牙質に近似した曲
げ弾性率を示し、応力集中がおこりづら
いファイバーポストです。
●透過性を有するため、ポストの植立後に
もレジンコアが暗くなりづらく、歯質に
近似した色調での修復が期待できます。
」
●最も細いポスト「№3（Φ1.04mm）
でもアルミニウム2mm 相当以上のX 線
造影性があり、試適時の確認、予後の診
断に適しています。
●専用のドリルが不要で、ポストと同ナン
バーのピーソーリーマーの使用が可能で
す。
、№4（Φ
●サイズは、№3（Φ1.04mm）
1.24mm）
、№5（Φ1.44mm）
、№6（Φ
1.64mm）の 4 種類。
※（ ）内はポスト直径。

標準価格＝本体一式 110,000 円

標準価格＝単品 10 本入

DWX-4W & DWX-51D
／ヘレウスクルツァージャパン
＜歯科用ミリングマシン＞

▲DWX-4W

-

『 ライトサージ セルビー 』
＜ 長田電機工業 ＞

8,900 円

▲DWX-51D

ヘレウスクルツァージャパンから昨年発
売されました「カーラ CAD/CAM システ
ム」に、新たにローランド社ミリングマシ
ン“DWX-4W”と“DWX-51D”がライ
ンナップされました。ローランド独自の最
新技術を結集したウェット方式とドライ
方式の歯科用ミリングマシンです。
【特徴】
●DWX-4W は、ウェット方式の４軸制御
の歯科用ミリングマシンで、ハイブリッ
ドレジン、ガラスセラミックスの高品質
な加工にも対応します。
●DWX-51D は、ドライ方式の５軸制御
の歯科用ミリングマシンで、フルマウス
などの複雑な補綴物の加工をサポートし
ます。ジルコニア、ワックス、PMMA、
ハイブリッドレジンなど、多彩な加工材
料に対応します。
標準価格＝
・DWX-4W
・DWX-51D

2,980,000 円
2,980,000 円

より持ち運びやすくコンパクトに！
今回ご紹介させて頂きます商品は、長田電機工業㈱より新しく発売されました半導体レーザー
『ライトサージセルビー』です。特徴としては、
①止血効果が優れており、回転切削器具・スケーラーを使用後、出血を止めることに有効です。
②従来の術式と比較して、歯周外科治療・根管治療の際、時間短縮が可能になりました。
③従来の術式と比較して、口腔外科治療の際、スムーズにアプローチが可能になりました。
前作のライトサージスクエアに比べ、本体にバッテリーを内蔵しているため、診療中は電源コ
ードの接続が不要になりスイッチも手元で操作できますので、非常にコンパクトになりました。
他社ユーザーの先生方に入れ替え価格もご用意させていただいておりますので、この機会に弊社
営業担当者までお尋ねください。

標準価格＝本体一式 1,980,000 円

長崎店 営業一課 植松 卓也
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★今週の新刊

Essentials of FACIAL GROWTH 第 2 版

別冊 PRD

『 顔面成長発育の基礎 』

『 PRD YEAR BOOK 2016 』

顎顔面成長発育の研究者として名高い Donald
H. Enlow の名著で、研究者・歯科臨床医のバイ
ブルともいわれる「Handbook of FACIAL
GROWTH」の新版を完訳。成長過程における頭
蓋の構造や咬合の変化を理解するうえで歯科医
師が学んでおきたい事項を網羅した一冊。

年刊第１号となる本書では、Urbán による最新
の骨造成テクニックなど、ペリオ、補綴、外科、
インプラント、新材料の各テーマで国内の臨床医
がすぐに使える有用な情報を海外論文誌「PRD」
から選りすぐり、PRD ならではの美しくグラフ
ィカルなレイアウトとともにお届けする一冊。

●著 ＝Donald H.Enlow／Mark G.Hans
●監修＝黒田 敬之
●訳 ＝宮下 邦彦
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝18,500 円＋税

●主席編集＝岩田 健男／山﨑 長郎
和泉 雄一
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税

『 増補改訂版 歯科医院の感染管理 常識非常識 』
～Q&A で学ぶ勘所と実践のヒント～

『 改訂新版 開業医だから発見できる口腔がん 』
～そのサインの見つけ方と対応法～

最新のエビデンスに基づき再考、基礎知識、洗
浄・消毒、滅菌の観点から、勘所を Q&A でわか
りやすく解説。また臨床現場での取り組みとして
一般診療での器材処理のポイントやインプラン
ト治療に加え、高齢者、訪問診療など易感染性患
者や矯正歯科治療における感染管理のポイント
も紹介した増補改訂版。

本書は、開業医にメインテナンス時の口腔がん診
査を提案。診査手順、粘膜の異変の捉え方、視診・
触診の仕方をイラストで平易に示し、多数の症例
写真を挙げ部位別病変とその徴候を簡潔に解説。
改訂では「粒子線治療」など最近の新しい治療法
についても加筆し、新たな用語の解説も追加した
一冊。

●監修＝前田 芳信
●編著＝柏井 伸子
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,200 円＋税

●著 ＝新谷 悟
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,900 円＋税

『 医療スタッフのための動機づけ面接法 』
～逆引き MＩ学習帳～

『 ベーシック心理学 第 2 版 』

喫煙、飲酒、肥満などの生活習慣の改善に効果的
なカウンセリング技法として注目される「動機づ
け面接法（Motivational interviewing；MI）
」を
豊富な面談事例を用いてわかりやすく解説。
「明
日からの面談が変わる」
「患者・来談者が変わる」
必読の一冊。

｢心理学」の基本を学ぶ教養課程・心理学系・医
療系の学生に最適・最高のテキスト！ 第 2 版で
は、
「心理学の応用分野」を示す章を加筆し、最
新の動向もふまえ、心理学の基礎的分野・基本的
事項を過不足なく網羅。心理学の基本をわかりや
すい図表を多用して解説した一冊。

●著 ＝北田 雅子／磯村 毅
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,800 円

●編著＝二宮 克美
●著 ＝山田ゆかり／譲西 賢／山本 ちか
高橋 彩／杉山 佳菜子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,900 円

『 バイオロジカル MTM 』
～ライトフォースによる歯周病患者への矯正治療～

歯周組織を損傷しないように、移動させることが
できる“ライトフォース（弱い力）による MTM”
について解説し、
併せて咬合異常を 7 タイプに分
類し、パターンごとに症例を提示し詳説した一
冊。
●著 ＝池田 雅彦／大出 博司
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●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

『 口腔ケアでがん治療はグッと楽になる 』
できるだけ普通の生活をしながら、がん治療を完
遂するには、口腔ケアが欠かせません。本書では、
歯みがきから味覚異常への対応、お口のトラブル
まで、よくある悩みへの対処法を解説。
●監 ＝百合草健圭志
●出版＝講談社
●価格＝1,300 円＋税
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