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ジャスティ 3.5／ヨシダ
＜根管長測定器＞

CR マスター／モリタ

ジルカット ポリッシャー

＜歯科用充填器＞

／カボデンタルシステムズジャパン
＜ジルコニア用ポリッシャー＞

-

ヨシダから発売の根管長測定器「ジャステ
ィシリーズ」の新型“ジャスティ 3.5”が
新たに発売されました。測定するだけでな
く、精度向上も追求した新機能を搭載。
APEX オーバーの数値まで測定可能な根
管長測定器です。

様々な部位に適応する３種類の充填器“CR
マスター”がモリタより発売されました。
繊細な作業に適した細い柄と、グリップし
やすく操作性に優れた形状でスムーズな
CR 充填を可能にする３種類６形態の多機
能 CR 充填器です。

【特徴】
●2 種類の電流周波数の組み合わせから、
常に測定値の整合性を確認する「統合補
正測定システム」を搭載し、根管内の環
境に影響されず、ドライでもウェットで
も測定が可能です。
●生理学的根尖、解剖学的根尖（Apex）
のみならず、0.16mm 間隔で根尖オー
バーも測定可能で、安定した測定値を表
示します。
●根管にファイルを挿入するとリアルタ
イムでメーターが連動。根尖付近に近づ
くとメーターとブザー音で警告します。
●解剖学的根尖のオーバー距離を３段階
で表示します。
●前機種（ジャスティⅢ）と比較して、重
量・サイズ共に約 30%のコンパクト化
を実現。手のひらサイズなので、ユニッ
トテーブル上でもスペースを取らずに
使用することができます。

【特徴】
●柄の中央についたくぼみで、ピックアッ
プがスムーズに行えます。また、柄が短
いため、持ち替え時の手繰り寄せなど、
無駄な動きをおさえます。
●CR マスター#M1（臼歯用）は、柄を左
右に回転するだけで様々なアプローチ
が容易に行えます。また、充填後の小窩
に的確な印記が行えます。
●CR マスター#M2（前歯用）は、日本人
の前歯部歯冠長を考慮した設計で、歯軸
に沿って垂直的にアプローチできます。
●CR マスター#M3
（フロアブルレジン用）
は、先端のエッジにより、光重合後の隣
接面の余剰レジンを除去しやすい形状
です。また、一方の先端の球で窩壁に気
泡が入るのを防いだり、また球を利用し
てフロアブルレジンを盛り上げること
で、自然な隆線を作成することができま
す。
●本体カラーは口腔内で目立つ黒を採用。
レジンの識別が容易で、また、マイクロ
スコープ使用時にも有効です。

標準価格＝本体一式 108,000 円

標準価格＝単品 1 本 各 5,900 円

『 スウィーティー 』
＜ デンケン・ハイデンタル ＞

カボデンタルシステムズジャパンから、ジ
ルコニア用ポリッシャー“ジルカットポリ
ッシャー”が発売されました。ダイヤモン
ド砥粒を配合したジルコニア専用の研磨
ポイントで、各種ジルコニア補綴物、ジル
コニアアバットメント等に有効なポリッ
シャーです。また、同時発売のジルカット
ダイヤモンドバーとを組み合わせたジル
コニア研磨のトータルセットも発売。
【特徴】
●ジルカットポリッシャーは 2 ステップ
で効率よく研磨傷を取り除き、研磨時間
を短縮します。従来の 3 ステップと比
較して、トータルコストを軽減します。
●様々な部位に対応する 3 形態（ポイン
ト・カップ・ディスク）をラインナップ。
口腔内で使用可能な CA タイプを採用
しています。
●プレポリッシング（中研磨）とハイシャ
イン（艶出し）の 2 種類。
●使用回転数：7,000～10,000 回転／
分。オートクレーブ滅菌が可能です。

標準価格＝
ポリッシャー3 本入
各 3,600 円
ポリッシャーセット全形態
8,100 円
ポリッシャー・ダイヤモンドバーセット
7,500 円

訪問歯科診療の強い味方！
今回ご紹介させていただく商品は、デンケン・ハイデンタルから発売されている口腔
ケア用吸引装置の『スウィーティー』です。小型軽量のポータブルタイプでありながら、
コンセントがあればどこでも力強い吸引力を発揮してくれます。持ち運びしやすい形状
で、低ノイズで枕元においても静かです。
ご使用いただいた医院様からは、
「吸引力が強いので、硬い唾液もしっかり吸ってくれ
る。
」
「タンクが 500ml と小さいので心配したが、治療でも十分に使える。
」とのお声を
頂いております。
オプションでフットスイッチをご購入いただくとより簡便な操作を行う事もできま
す。また、各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能で口腔ケアの幅が広がります。
デモ器のご準備もありますので、弊社営業マンまでお声掛けください。

標準価格＝本体一式
39,800 円
フットスイッチ 9,000 円

長崎店 営業ニ課 本田 浩之
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★今週の新刊

『 治療効率が UP！
良好な予後につながるラバーダム法 』

『 かな漢字変換用 歯科医学辞書 Ver.5 』

ラバーダム法の必要性をQ&A 形式でわかりやす
く解説するとともに、臨床技法の実際を豊富な写
真でビジュアルに解説した書。動画を Web 配信
し、
ラバーダム法の基本手技を 7 つの動画で学ぶ
ことができます。

医歯薬出版社の歯科雑誌・臨床書・教科書・辞典
から抽出した歯科専門用語 80,000 語を収録し
た歯科医学辞書。専門用語を正確に変換し、文書
作成や Web 検索の効率が飛躍的にアップ。難解
な専門用語も正しく変換し、シリーズ初のユニコ
ードにも対応！

●編著＝宮崎 真至
●著 ＝阿部 修／天川 由美子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,600 円＋税

●編 ＝医歯薬出版
●出版＝医歯薬出版
●価格＝7,000 円＋税

月刊 歯界展望 別冊

『 絵でわかる「か強診」歯科医院の機能アップ 』

『 臨床のヒント Q&A 』

～医療・介護同時改定に向けた必須対策～

東京歯科大学が後援する学術研究団体である東
京歯科大学学会による「歯科学報」に連載されて
いる『臨床のヒント Q&A』を、加筆・修正を行
い、さらに新たな Q&A を足して刊行。すぐにで
も臨床に取り入れたい役立つ情報が満載。歯科医
師必携のヒント集！

「か強診」
（かかりつけ歯科医療機能強化型歯科
診療所）への機能アップにより、患者・住民への
歯科医療の機能向上をはかり、地域に貢献する歯
科医院へとステップアップすることで医院経営
の安定化をはかり、患者さんからより信頼される
歯科医院へと転換されることを目的とした書。

●編 ＝東京歯科大学学会歯科学報編集部
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,800 円＋税

●著 ＝梅村 長生／小塩 裕／細野 純
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,500 円＋税

歯界展望 特別号

『 ステップアップ歯科衛生士 7Step で挑戦！
ザ・シャープニング 』
シャープニングをマスターするコツを 7 つの
Step に分けて解説。第 1 部の各 Step を順番に
クリアしていくと、7Step 後にシャープニング
をする準備が整い、第 2 部の 7Step クリア後は
シャープニングスキルが身につくステップアッ
プ形式。個性豊かな 7 人のキャラクターに導か
れ，楽しみながらシャープニングに“挑戦”する
一冊。

『 歯科医療未来と夢 』
～第 23 回日本歯科医学会総会～

2016 年 10 月 21 日～23 日に九州・福岡市に
おいて、多数の参 加者を集めて開催された「第
23 回日本歯科医学会総会」の内容を網羅し、1
冊にまとめた事後抄録集。歯科医学・歯科医療を
とりまく最新の話題、臨床に役立つ実践的な知
識・技術、そして歯科界の今後の方向性（キーワ
ードなど）を読み取れる一冊。
●編 ＝第23回日本歯科医学会総会準備委員会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,600 円＋税

●著 ＝佐藤 昌美
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,500 円＋税

月刊 デンタルハイジーン 別冊

『 歯科衛生士のための歯科診療報酬入門 』

『 歯科衛生士のための
子どもの“みかた”まるわかりブック 』

歯科衛生士が知っておきたい歯科診療報酬の仕
組みを網羅し、歯科衛生士業務と診療報酬体系の
結びつきについて実務含め、わかりやすく解説。
歯科衛生士の業務にウエイトをおいて保険診療
を解説したテキスト書。

生後から学童期までの子どもを中心に、歯科的対
応やチェアサイドでのコミュニケーション、さら
には保護者への対応について、豊富なイラストと
写真を用いて解説し、小児歯科臨床で必要なこと
が“まるごとわかる”一冊。

●監修＝公益社団法人 日本歯科衛生士会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,700 円＋税

●編著＝犬塚 勝昭／有田 信一
土岐 志麻／渡辺 直彦
●監修＝全国小児歯科開業医会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,300 円＋税
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