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ニプロジェクトⅡ／モリタ

MTA アンジェラス HP／ヨシダ

＜歯科麻酔用電動注射筒＞

＜歯科用覆髄材料＞

Aadva Scan E シリーズ
／ジーシー
＜デンタルスキャナー＞

-

モリタから発売された“ニプロジェクトⅡ”
は、5 段階の注入速度と 4 種類の注入モー
ドを搭載した電動注射器です。持ちやすく
操作しやすいガンタイプで、コードレス仕
様の軽量化デザインを実現。加えた力に応
じて注入速度をコントロールすることが可
能です。
【特徴】
●本体色を従来のホワイトからパステルブ
ルーに変更し、優しいイメージになりま
した。
●注入スイッチの押し込み量に応じて注入
速度の調整が可能なマニュアルモード
を搭載しました。
●４種類の注入モードを搭載し、患者さん
の状態に応じた注入方法が選択可能で
す。
●持ちやすいガンタイプで、重さは約
164g と軽量です。
●安全性の向上と落下等の本体破損をより
少なくするための本体強化を施してあ
ります。
●付属の充電スタンドで充電することが可
能で、使用時はコードレスなのでチェア
サイドで邪魔になりません。
●2 規格（1.0/1.8mL）のカートリッジ注
射液に対応します。
標準価格＝本体一式 89,000 円

『 フュージョンウェッジ 』

ヨシダから発売されている MTA アンジェ
ラスに新たに使い切りカプセルタイプと
して“MTA アンジェアラス HP※”がライ
ンナップされました。露出した非感染生活
歯髄に対し、外来刺激による障害から保護
する覆罩材です。
※HP とは、
「High-Plasticity」の略で、高
い可塑性を意味します。
【特徴】
●MTA アンジェラス HP は、可塑剤の添
加により、従来の MTA アンジェラスと
比較して MTA にありがちなボソボソ
感が軽減され、操作性が向上しました。
●X 線造影剤として酸化ビスマスの代わり
に、タングステン酸カルシウムを配合し
ています。
●1梱包0.085gの使い切り少量カプセル
入りです。
●粉と液の混合後、15 分程度で初期硬化
が開始します。
標準価格＝ 5 個入 18,000 円
2 個入
8,000 円

ジーシーから発売のデンタルスキャナー
「Aadva Scan D2000（ハイスペック
モデル）
」に、新たに“Aadva Scan E シ
リーズ”としてエントリーモデル・アドバ
ンスモデルの 2 機種が追加発売されまし
た。あらゆるテクニシャンの要望に応える
充実のラインナップです。Aadva ミリン
グシステムと合わせて広範囲にわたるラ
ボワークを効率的に実現します。
【特徴】
●Aadva Scan E1 は、CAD/CAM シス
テムを手軽に導入できるエントリーモ
デルです。
●Aadva Scan E3 のCAD ソフトウェア
はハイスペックモデル D2000 と同様
で性能とコストのバランスのとれたア
ドバンスモデルです。
●E シリーズ両機種とも、青色 LED マル
チラインレーザー２カメラによるスキ
ャナ方式を採用しています。また、開放
的なオープンプラットホームを採用し、
自由度の高い空間で効率的な作業が行
えます。
標準価格＝
Aadva Scan E1
Aadva Scan E3

1,600,000 円
3,400,000 円

歯肉にやさしいウェッジ！

＜ モリタ ＞
今回ご紹介させて頂きます商品は、㈱モリタより発売されております『フュージョンウェ
ッジ』です。特徴としまして、歯肉へのダメージを防ぎ、どんな歯間空隙にもフィットする
フィン（柔らかい樹脂）付ウェッジです。フィン部分がマトリックスバンドを密着させ、フ
ロアブルレジンがあふれ出ることを防ぎます。また、ピンセットやコットンプライヤーで挟
みやすいデザインになっています。
ご使用の医院様からは、
「歯間に入れやすく、ズレが少なくフィットする為、すごく使い
やすい。
」とのお言葉を頂いております。レジン充填をシステム化される場合は、コンポジ
タイト３Ｄとの併用をお勧めします。この機会に是非弊社営業担当者へお問い合わせくださ
い。
※サイズ＝エクストラスモール・スモール・ミディアム・ラージの 4 種類（写真左から）
熊本店 営業五課 松原 省二
標準価格＝50 個入 各 4,600 円

Vol. 684 発行日 2017 年 8 月 28 日

★今週の新刊

『 接着歯学のための重要 13 キーワード
ベスト 240 論文 』
本書は、2014 年に「インプラント編」が刊行
されて以来好評となっている「トムソン・ロイタ
ーシリーズ」の最新刊。多くの患者が恩恵を受け
ている MＩ時代を支える接着歯学について、13
個のキーワードを基に論文を検索。有名論文、最
新の研究も網羅した一冊。
●著 ＝矢谷 博文／峯 篤史／奈良陽一郎
坪田 有史／木本 克彦／二瓶智太郎
星 憲幸
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税
別冊クインテッセンス 口腔外科 YEAR BOOK

『 一般臨床家、口腔外科医のための
口腔外科ハンドマニュアル’17 』
特集 1 では、
昨年ポジションペーパーが改訂され
関心を集める「薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）
」
について、その対応や実際例を取り上げ、特集 2
では、超高齢社会に必須の情報として、高齢者に
対する「抜歯」
「インプラント」
「口腔がん」
「顎
関節脱臼」
「顎骨骨折」治療のポイントを、また
特集３では地域包括ケア時代の中核として見込
まれる「病院歯科」について、その役割や取り組
み例を紹介。
●編 ＝日本口腔外科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税
『 一からわかる抜歯の臨床テクニック 第 2 版 』
～動画 DVD 付～

好評のガイドブックがリニュールとバージョン
アップした改訂第 2 版。豊富な臨床写真と動画
で、実際の抜歯の診断と処置の理解がさらに深ま
る書。全身状態の評価、術前説明、手術手技、麻
酔、投薬、偶発症対策など、抜歯を行う際の幅広
い知識と技術が身に付く一冊。

『 診療室からシームレスにかかわり続ける
全国 10 医院の歯科訪問診療 』
超高齢社会の今、診療室から患者さんが生活する
場にかけて切れ目なくかかわり続ける「シームレ
ス診療」は歯科医療の新しいスタンダードです。
すでにシームレス診療に取り組んでいる全国 10
医院の記録をマンガで大公開した一冊。「もう通
院できなくなりました…」で終わりにしない医院
の取り組みがマンガで理解できる書。
●編著＝米山 武義
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,800 円＋税
別冊クインテッセンス

『 PRD YEAR BOOK 2017 』
～世界が認めた「あの」テクニックの
臨床応用・New マテリアル～

「The International Journal of Periodontics
& Restorative Dentistry」年刊第 2 号では、海
外論文誌「PRD」から精選し、Zucchelli の三角
形の切開によるフラップマネージメントをはじ
めとする「ペリオ」
「補綴」
「外科」
「インプラン
ト」
「新材料・テクニック」の最新論文 10 編の
全訳を掲載した一冊。
●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＝6,400 円＋税

『 プロフェッショナルが語る顎関節症治療 』
本書は、
「月刊歯界展望」誌上で好評連載された
座談会をまとめた書で、顎関節症治療に長年にわ
たって取り組んできた専門家をゲストに招き、顎
関節症治療にどのように活かすのか、その治療内
容と考え方を語り合った一冊。
●編 ＝中沢 勝宏／田口 望
和気 裕之／髙野 直久
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,200 円＋税

●著 ＝角 保徳
●出版＝医歯薬出版
●価格＝12,000 円＋税
『 歯科衛生士の質的研究 』

『 5 分で読める！知りたい全身疾患 29 』

～患者に寄り添う支援のために～

～よく・すぐわかる！有病高齢者の歯科治療エッセンス～

質的研究とは？聞き取り調査を行ったインフォ
ーマント（informant：情報提供者とよびます）
の語り（ナラティヴ）から、インフォーマントが
感じている世界を深く探っていく研究方法です。
初めて質的研究に取り組む方が、一歩踏み出すた
めの道標となる一冊。

2015 年 1 月号～2016 年 12 月号に『月刊デ
ンタルダイヤモンド』に連載され、好評を博した
「有病高齢者のチェアーサイドエッセンス」を再
編集。医科のさまざまな疾患にスポットをあて、
知っておくべき疾患の原因、処方薬、歯科治療上
の注意点などを収載。

●著 ＝隅田 好美
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,900 円＋税

●編 ＝中川 洋一
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,600 円＋税
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