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Free-100／フォレスト・ワン
＜口腔外吸引装置＞

ユースキン A ポンプ
／日本歯科商社

ナノクイック／日本歯科商社
＜弱酸性次亜塩素酸クリーナー＞

＜メディカルクリーム＞
-

-

いつでもクリーンな診療空間づくりを実現
する口腔外吸引装置“Free-100”がフォ
レスト・ワンから発売されました。集塵フ
ィルタ、スーパーバイオフィルタ、クリー
ニングフィルタの 3 種類の高機能フィルタ
構造により、粉塵をしっかり回収し、0.3
μm 以上の粉塵を 99.9%以上捕集し、診
療室への排気をクリーンにします。
【特徴】
●12 段階のパワーモードを搭載していま
す。
●高周波領域の騒音を低減するサイレント
機能を搭載。
●2 種類のフードを付替え可能です。
●アーム関節部分の操作性がよく、スムー
ズに動きます。
●フィルタの交換時期になるとランプが光
るので、吸引力が落ちることなく快適に
使用できます。
● 本 体 サ イ ズ は 、 幅 330mm × 奥 行
361mm×高さ 937mm。
標準価格＝本体一式 290,000 円

『 OPTＩM 33TB 』
＜ セキムラ ＞

ビタミン系クリームであれたお肌をしっ
かり保護するメディカルクリーム“ユース
キン A ポンプ”
（製造：ユースキン製薬）
が日本歯科商社から発売されました。肌あ
れからお肌を守る４つの有効成分（ビタミ
ン E・dl-カンフル・グリチルレチン酸・グ
リセリン）と、お肌にうるおいを与える２
つの成分（ヒアルロン酸ナトリウム・ビタ
ミンＣ）により、あれたお肌をしっかり保
護します。
【特徴】
●ビタミン B2 色（黄色）のクリームで、
あれたお肌をしっかり保湿します。
●ポンプタイプなので、フタの開け閉めが
なく、手軽にこまめにスキンケアが行え
ます。
●出す量が加減でき、無駄なく使用できま
す。
●クリームが無くなったら付け替えカー
トリッジを交換するだけの楽らくポンプ
式です。
。

標準価格＝ポンプタイプ 260g1,505 円
付け替えカートリッジ 1,315 円

弱酸性次亜塩素酸とナノ洗浄のダブルパ
ワーで細菌やウイルスを素早く除去する
弱酸性次亜塩素酸クリーナー“ナノクイッ
ク”が日本歯科商社から発売されました。
今まで除菌・洗浄が難しかった様々なアイ
テムに有効な除菌クリーナーです。
【特徴】
●約 8300 万個の芽胞に対して、10 秒で
99.99%の除去率。
●浸漬洗浄ができないルーペやマイクロ
スコープのレンズを痛めることなく除
菌・洗浄が可能です。
●印象材やマウスガードでは、気泡の防
止、感染防止、濡れの改善に効果があり
ます。
●白衣、無影灯カバー、スピットン、ユニ
ット周辺など、あらゆるアイテムに使用
できます。
●スプレーしづらいアイテムにはテッシ
ュ等に含ませて拭き取り除菌が行えま
す。
標準価格＝
スプレータイプ（400cc）
詰め替え用（1000cc）

しっかり除菌を 1 枚で、安全で安心に！
除菌ワイプをご使用されていらっしゃいます歯科医院様では、どのような製品をご使用されて
いらっしゃいますでしょうか？色々と安価な物もあるようです。また、どんな製品を選んだら良
いか分からない！といった事はございませんか？
そこで今回のおススメしたい製品が、㈱セキムラから好評発売中の『オプティム 33TB』です。
ワイプにもたくさんの種類がある中で除菌成分が AHP（加速化過酸化水素）という、除菌にお
いて海外でのエビデンスが豊富にあり、また世界的に特許が取得されている除菌技術です。洗浄
能力が高い点も非常におススメです！
ご採用頂きました医院様では、
「薬液がたっぷりしみ込んでいるからユニット 1 台を１枚で除
菌できますね。以前は３、４枚使用していたのでとても経済的！」や「漂白効果が高く表面の黄
色がかった面が、真っ白になりました。
」と喜びの声も！ワイプを今までご使用されていなかっ
た医院様でも是非お試し頂きたい製品です。※グローブ着用の上でご使用下さい。
福岡店 営業一課 森田 健朗

標準価格＝1 本（160 枚入）2,700 円

2,900 円
4,500 円
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★今週の新刊

『 オーラル・インプラント
・リハビリテーション・シリーズ Vol.3 』
～口腔機能回復編 オーラル・フレイルおよびサルコベニアを
予防するための MFT とインプラントの活用～

『 誰も語らなかった歯科医療紛争の真実 』
～明暗を分けた裁判例の比較からわかる傾向と対策～

『オーラル・インプラント・リハビリテーショ
ン・シリーズ』の第三弾。口腔のどのような変化
がオーラル・フレイルを引き起こすのか？ イン
プラント治療と MFT（口腔筋機能療法）でどの
ようにオーラル・フレイルを予防するのかなど、
最新のトピックスを解説。

「判決が明暗を分けた事例の比較」を中心に、法
律家・歯科医師がそれぞれの立場から、歯科医療
紛争の傾向と対策をわかりやすく解説。裁判例の
内容も、補綴治療、歯内療法、矯正治療、歯科麻
酔、インプラント治療、保険医の取消処分など多
岐にわたり、どこからでも読める構成の一冊。

●監著＝庄野太一郎／五十嵐 一／鈴木 仙一
天川 智央／森本太一朗
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝17,500 円＋税

●著 ＝植木 哲／永原 國央
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,500 円＋税

『 歯科医院経営を安定させたい
院長への７７のアドバイス 』
～「スタッフの気持ちがわかる」
「するべきことが見える」～

別冊 ザ・クインテッセンス

『 臨床家のための矯正 YEARBOOK 2016 』
～永久歯列の上顎前突を極める～

歯科医院専門コンサルとしてそれぞれ全国に顧
客を抱える二人の著者が、歯科医師（経営者）と
歯科衛生士(スタッフ）の目線を活かして、よく
ある 77 の悩みに具体的にアドバイス。経営者と
しての考え方だけでなく、それを実践するための
スタッフの動かし方が同時に学べる、院長のため
の画期的なアドバイス集。

第Ⅰ部では、10 のスタディグループが、永久歯
列の上顎前突症例にアプローチした方法や器具
を解説。第Ⅱ部では、6 社の関連企業の協力のも
と、各社製品の特長や臨床例を紹介。第Ⅲ部は、
上顎前突治療の術後 27 年もの長期経過症例報
告。永久歯列の上顎前突治療の最新の臨床コンセ
プトを装置の特性が理解できる書。

●著 ＝黒飛 一志／濱田 真理子
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,５00 円＋税

●編 ＝クインテッセンス出版
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円

『 世界で最も成功率が高いスカンジナビアエンド 』
～エンド・ペリオ日常臨床のレベルアップコースⅡ～

スカンジナビアエンドは、世界で最も成功率が高
く、難しいテクニックはなくとも、平均点以上の
結果をだせるため、開業歯科医に向いた治療方
法。歯内療法を確実に成功に導くバイブルとし
て、抜群のわかりやすさでビデオ映像付きで解説
した一冊。

『 水と光（レーザー）奇跡の歯科臨床 』
口腔内の感染源を安全かつ確実に除去する方法
である「プラズマレーザーシステム」を使用した
歯科医療の基礎知識を解説。また、たんぱく分解
型除菌水「ＰＯＩＣウォーター」やプラズマレー
ザーシステムを使用した臨床例も紹介した一冊。
●編集＝矢島 孝浩
●出版＝学際企画
●価格＝9,000 円

●著 ＝宮下 裕志
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税

『 Accelerated Orthodontics 加速矯正 』

『 開業医のための味覚障害入門 』

～理論と臨床～

～歯科医の新しい役割～

日本における現在までの加速矯正、すなわち、修
復機転、サイトカイン、超音波、光・レーザー（振
動）
、デジタルを利用した手法の理論的背景、臨
床応用例を網羅した初の成書。

味覚障害の疫学的特徴から、味覚の定義、解剖、
味覚障害の原因、症状、診断と検査、治療方法等、
歯科医の新しい役割として味覚障害の全てを網
羅した入門書。

●編＝Institute of Orthodontic Care Improvement
●責任編集＝久保田隆朗／Rohit C.L.Sachdeva
●出版＝東京臨床出版
●価格＝8,000 円＋税

●著 ＝原田 聡
●出版＝わかば出版
●価格＝3,300 円＋税
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