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スマートグリップ／フラット
＜デジタル X 線撮影用デバイス＞
-

フラットから発売された“スマートグリッ
プ”は、手持ちタイプの口内法デジタル X
線撮影用のデバイスです。ＩP タイプと
CCD タイプの 2 種類があり、手指を口内
に入れることなく、X 線撮影が行えます。
唾液もつかず衛生的で、また、術者、患者
とも手指の被曝を軽減できます。操作・装
着が簡単で、指で押さえるよりも姿勢に無
理なく楽に保持できるため、訪問診療にも
有効です。
【特徴】
●スマートグリップＩP（写真左）は、純
チタン製で金属アレルギーにも対応し
ています。保持部に角度を持たせた形状
なので、左右縦横自在に設定ができま
す。標準サイズと小児サイズをラインナ
ップ。
●スマートグリップ CCD（写真右）は、
ステンレス及び耐熱樹脂製。保持部の角
度が自由に変えることができ、CCD の
コードの絡みを防止できるコード固定
用のクリップが付いています。
●オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に対応。
標準価格＝
スマートクリップＩP 1 本
7,000 円
スマートクリップ CCD
13,000 円
フラットバック 500 組
6,000 円

『 マイジンガー アブレーシブポイント 』
＜ ジーシー ＞

コンタック EZ／モリムラ
＜ハイジニストストリップ
・ステインリムーバー＞

モリムラから発売された“コンタック EZ”
は、スケーラーが到達しにくいタイトな歯
間隣接面のステインの除去に有効なハイジ
ニストストリップ・ステインリムーバーで
す。薄いブレード厚さの非摩耗性の柔軟な
ストリップのため、歯質に損傷を与えずに、
迅速・簡単に、歯間隣接面から頑固なコー
ヒー、お茶、タバコ、赤ワインなどのステ
インを効率的に除去し、チェアタイムを短
縮します。
【特徴】
●薄い非摩耗性の多孔性ストリップなの
で、エナメル質に損傷を与えずに、ステ
インのみを除去します。
●片手で操作ができ、適切なコントロール
が可能です。そのため手の疲労感を減少
させます。
●柔軟なストリップのため、自然な歯の外
形に適合させることができます。
●オートクレーブ滅菌（132℃、10 分間）
および再使用（目安：3～5 回）が可能
です。

クラウングリッパー／YDM
＜仮着クラウン除去用
インスツルメント＞

YDM から発売された“クラウングリッパ
ー”は、ハサミタイプでテンポラリークラ
ウンやメタルクラウンの仮着クラウンを
ラクに除去できるクラウン除去用インス
ツルメントです。超硬チップ付の保持部で
滑らず、安定して掴むことができます。ま
た、適度にしなるハンドルにより、保持感
覚が伝わります。
【特徴】
●ハサミタイプは、把持、開閉がしやすく、
操作時のストレスが軽減されます。
●クラウン保持部に細かい溝を付与した
超硬チップが付いているため、滑らずに
しっかりと掴めます。
●細いハンドルが適度にしなることによ
り、保持感覚が伝わります。そのため、
力のコントロールがしやすく、クラウン
破損のリスクが軽減されます。
●分銅式のリムーバーでは操作がしにく
い臼歯部もラクに届き、安定して掴むこ
とができます。
●手では届きにくい、臼歯部クラウンの試
適時にも便利です。
●全長 165mm。

▲超硬チップ先端部

標準価格＝5 個入 4,500 円
※新発売記念キャンペーン実施中！

標準価格＝1 本 16,000 円

一度お使いいただきましたら“クセ”になる一品！
今回紹介させていただきますのは、㈱ジーシーから販売しておりますマイジンガー社製
のゴム製研磨剤『マイジンガーアブレーシブポイント』です。特に、スプルーカット後の
残った面の調整にお勧めで、高品質のコランダムを使用し、均等にセラミック焼結してい
るので、バーの消耗が非常に少なく長期間ご使用いただけます。
「AMZ652R-HP-035」
（写真右）をジルコニアの調整用として、
「AM9735G-HP-050」
（写真左）をハイブ
リットやセラミックの調整用としてご使用いただくことをお勧めいたします。
実際にご使用いただいている技工士様からは、
「切削感も非常によい。
」
、
「バーの摩耗が
非常に少なく長持ちする。
」とのご意見をいただいております。この他にも形態がござい
ますので詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

標準価格＝AM9735G（2 本入） 9,500 円
AMZ652R（1 本入） 3,980 円

福岡店 営業二課 門司 祐宗
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★今週の新刊

『 治療の Step-by-Step で理解する！
臨床で困らない歯内療法の基礎 』
新旧の世界的なエビデンスと近年大きく進化し
た器材を踏まえ、卒後、臨床の現場に出た際に「ま
ず、これだけ知っていれば、エンドは困らずでき
る！」という内容を、900 点以上の豊富な写真
とイラストで治療工程順に詳説。日本で手に入ら
ない特殊な器材は一切使わず、大学で教わった学
問と実際の臨床との隙間を埋める、エンド臨床の
最良の教科書。

『 「無理しない」
「無駄にしない」
矯正歯科治療 13 の視点と実践例 』
～GP・矯正歯科医のための指南書～

一般歯科医、歯周病専門医の視点も持ち合わせた
矯正専門医が、
「無駄にしない」
「無理をしない」
をコンセプトに、どの年齢層の患者への治療にお
いても突き詰めすぎない、むやみに抜歯しない、
しかし長期安定する点はゆるがせにしない矯正
歯科治療について 13 の視点から解説。この視点
に基づき実践した治療も豊富に供覧。
●著 ＝北園 俊司
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝10,000 円＋税

●著 ＝吉岡 隆知
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,000 円＋税
『 多剤常用薬時代の歯科診療室における
局所麻酔管理のすすめ 』

『 知らなかった！
からだに良いもの悪いものポイント 20 』
～がんや血管障害は自分で予防できる！～

注射手技から麻酔剤の扱い方、全身管理、偶発症
や患者急変の救急処置に至るまでをわかりやす
く解説。日ごろ行っている注射手技に問題はない
か。事例により検証し、より安全で有効な方法を
示した。また来院患者を疾患別に分け、治療時の
留意点や対処法、生体情報モニタの活用法なども
詳述。臨床医に欠かせない内容の書。

『新聞クイント』で好評を博した連載を修正・加
筆し初の書籍化！食の安全や健康のあり方など、
予防医学に造詣の深い医師がテーマごとにわか
りやすく解説。自分自身の生活習慣を見直すきっ
かけづくりとして活用できる内容。また、来院す
る患者さんとのコミュニケーションツールや健
康教育にも使える一冊。

●著 ＝工藤 勝
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税

●著 ＝門倉 義幸
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝1,800 円＋税

『 写真でマスターする 寒天アルジネート連合印象
による誰でもできる簡単精密印象 』
寒天アルジネート連合印象でここまでできる！
精密な印象と補綴物の適合精度を長年追求して
きた著者が“誰にでもできる精密印象”のポイン
トを詳述。各ステップを多くの写真で具体的に解
説した。また、著者が多くの実験と創意工夫の末
に日々実践している“臨床精度を上げるための準
備と手順”についても詳述した一冊。
●著 ＝新井 俊樹／山﨑 隼
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝6,500 円＋税

『 これでわかる！各種矯正装置の特徴と使い方 』
～顎顔面歯列の成長発育を利用した咬合誘導～

既刊「乳歯列期から目指す“永久歯列期正常咬合”
獲得への道」に続く、咬合誘導の関連書籍第 2
弾！各装置のエキスパートたちが特徴、作製・調
整方法、適応症を一般歯科医・小児歯科医向けに
わかりやすく解説。咬合誘導を実践するために必
要な各種矯正装置を網羅した一冊。
●監修＝町田 幸雄
●編著＝関崎 和夫／里見 優
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝8,000 円＋税

『 新編 超高齢社会のための専門的口腔ケア 』

『 高齢者のドライマウス 』

～要介護・有病者・周術期・認知症への対応～

～口腔乾燥症・口腔ケアの基礎知識～

「水を使わない口腔ケア」、「周術期口腔機能管
理」
、
「認知症患者さんの口腔ケア」など、画期的
な口腔ケア手技や感染症予防、QOL の観点から
超高齢社会の口腔ケアに必要不可欠な考え方や
技術がわかりやすくまとめられた最新の実践書。
●編著＝角 保徳
●著 ＝大野 友久／守谷 恵未
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,200 円＋税
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ドライマウスの基礎知識を再確認いただくため
に、その原因とメカニズムをわかりやすく解説
し、ドライマウスが引き起こす症状などついてや
さしくまとめた書。また、加齢による口腔内の変
化がもたらす疾患の解説や実際の症例別の有効
な対応法などを紹介。
●著 ＝阪井 丘芳
●出版＝医歯薬出版
●価格＝1,900 円＋税
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