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DPU-Lèger（レジェ）
／デントレード

ファイバーカッター タイプ 2
／YDM

三菱トレークリーナーAdvance
／モリタ

＜訪問歯科診療ユニット＞

＜ファイバーポスト用カッター＞

＜アルギン酸塩印象材専用剥離型清掃材＞

YDM から発売された“ファイバーカッタ
ータイプ 2”は、ファイバーポストを切り
たい長さに簡単にカットできるファイバ
ーポスト専用のカッターです。Φ0.8mm、
Φ1.05mm、Φ1.25mm、Φ1.5mm、Φ
1.65mm、Φ2.1mm の 6 種類の穴のサ
イズにより、ファイバーポストの直径に合
わせてカットが可能です。また、メモリ付
きなので切りたい長さにカットできます。

モリタから発売された“三菱トレークリー
ナーAdvance”は、剥離型タイプのトレ
ークリーナーで、予め印象体を削り落とす
手間を必要とせず、粉タイプ、ペーストタ
イプのいずれのアルギン酸塩印象材に対
して、6 倍希釈液で高い剥離性能を発揮し
ます。

-

軽量・コンパクト設計の訪問歯科診療ユニ
ット“DPU-Lèger（レジェ）
”がデント
レードから発売されました。光付マイクロ
モーター・光付超音波スケーラーを標準装
備し、吸引力抜群のバキュームもセット
で、訪問先でも院内と変わらない診療が可
能です。
【特徴】
●軽量 8.25Kg で女性でも持ち運びしや
すく、訪問先での準備から片付けまで簡
単に行なえます。また、付属のキャリー
バッグにバキュームユニットを入れる
と 2 つに分離できより軽くなり、また、
空いたスペースに診療材料等を入れて
運ぶことができます。
●先行発売中のバキュームユニットは、院
内と同等の吸引力があり（汚水タンク容
量 650ｍℓ）
、またバキュームは本体か
ら取り出してセットできるので、院内と
同様のポジションで診療ができます。
●操作盤には見やすい液晶パネルを採用。
●電源コードとフットスイッチを接続す
るだけで簡単に使用できます。
標準価格＝
・DPU－Lèger 本体
・バキュームユニット
・上記ユニットセット

790,000 円
180,000 円
920,000 円

『 PTC ペースト ルシェロホワイト 』
＜ ジーシー ＞

【特徴】
●ファイバーポストの外周に沿うように
カットする「ホールカッター式」のため、
切断面が毛羽立ちにくいカット面に仕
上がります。
●透明のメモリ付きホルダーにより、カッ
トしたい長さ（5～15mm）をメモリ
で確認できます。
●カットしたポストはホルダーの中に入
るため、飛ばす心配がありません。

標準価格＝本体一式 11,000 円

【特徴】
●印象採得トレーは予め印象体を削り落
とさず、そのまま浸漬するだけ。浸漬後
は印象体が柔らかくなり、楽に剥がすこ
とが可能です。
●印象体を溶かさないので実用液が濁ら
ず後処理も簡単です。
●各種トレーに対して優れた防錆力を有
しているので、トレーが錆びにくく長持
ちします。
●6 倍希釈なので実用液１L 当たりの、コ
スト（定価）は 1,300 円と、とても経
済的です。
標準価格＝1000ml 入
7,800 円
専用浸漬容器
1,700 円
※トレークリーナーAdvance と浸漬容器
をセットにした新発売記念キャンペー
ン実施中！

ステインを効率よく除去！
今回ご紹介させていただきます商品は、㈱ジーシーより 10 月 2 日に発売されました
『PTC ペースト ルシェロホワイト』です。
こちらの商品は、ステインを浮かし優しく除去するフッ素入り歯面研磨ペーストです。特
徴としましては、ペーストを弱アルカリ性にすることにより、ステインを浮かせやすくし、
清掃剤「Lime 粒子」が効率よく除去します。また、柔らかいソフトペーストのため、ブラ
シやカップでの操作でも飛び散りにくく、狙った部位を効率よくクリーニングします。ステ
インの汚れがひどい際の効果的な使用方法としては、ペーストを放置・滞留させることでよ
り効果的に除去することができます。
ご使用いただいております歯科医院様でも、
「1 ペーストで効率よくステイン除去できる
から助かる。
」と大変好評です。この機会に是非一度お試しください。詳細は弊社営業担当
者にお尋ねください。
熊本店 営業三課 石坂 高大

標準価格＝80g 入 2,400 円
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★今週の新刊

『 3D イラストで見るペリオドンタル
プラスティックサージェリー 天然歯編 』
～エビデンスに基づいた切開・剥離・縫合～

2016 年大好評『エビデンスに基づいたペリオ
ドンタルプラスティックサージェリー イラスト
で見る拡大視野での臨床テクニック』の step by
step での 3D イラスト版。これまでエビデンス
がほとんどなかった切開・剥離・縫合などについ
て、最新文献からの科学的根拠に基づきながら解
説した一冊。
●監著＝中田 光太郎／木林 博之
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝16,500 円＋税
『 パーシャルデンチャー治療
失敗回避のためのポイント 47 』

『 下顎総義歯吸着テクニック
ザ・プロフェッショナル 』
～ClassⅠ/Ⅱ/Ⅲの臨床と技工、そしてエステティック～

下顎総義歯吸着テクニックの基礎はもちろん、
Angle ClassⅡ、ClassⅢの難症例への対応法を
解説。また、審美的総義歯の製作にも言及。総義
歯治療に携わる歯科医師・歯科技工士必携の書。
下顎総義歯吸着テクニックで難症例に挑むプロ
フェッショナルのための一冊。
●監著＝阿部 二郎
●著 ＝岩城 謙二／須藤 哲也／小久保京子
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,000 円＋税

『 疾患別 歯学英単語 1000 』

～診断・前処置・印象・設計・応急修理と術後管理の問題解決法～

診断編、治療編、メインテンス編に掲載されてい
る合計 47 のポイントを通して、初診で来院し
た患者をメインテナンスにまで導く治療の進行
過程を解説する。
教科書や症例集とは異なり、
「失
敗しないためには何に気をつけるべきか」
の具体
例を挙げて解説した一冊。
●編著＝山下秀一郎／佐々木啓一／鱒見 進一
谷田部 優／馬場 一美／服部 佳功
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,000 円＋税
別冊ザ・クインテッセンス

『 臨床家のための矯正 YEARBOOK 2017
成長期の開咬を考える 』
総論では成長期の開咬の原因と治療法の概要を
わかりやすく解説。第Ⅰ部では９スタディグルー
プが成長期の開咬症例にアプローチした方法を
提示。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。そのほか「国内
学会抄録」では、MFT 指導における歯科衛生士
の役割を誌上再掲。海外論文の紹介、海外学会レ
ポートなども収録した一冊。
●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＋税
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『 歯周病の病因論と歯周治療の考え方 』

歯学分野における 250 の基本疾患とその定義が
英語と日本語で記載されており、基本的な疾患を
学びつつ、その過程で出てくる関連語や派生語も
網羅できる。症例報告や論文に必要となる基礎的
な歯科用語や表現を効率よく学べる一冊。
●著 ＝近藤 真治
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,000 円＋税

『 忙しいあなたのための歯科治癒食 』
～1 分あれば準備 OK!メディカル detox ハーブ水と 5 分
あれば大丈夫！Dental スムージースープを作ろう！医院で
も、お家でも、とても簡単、予防歯科&全身管理ドリンク～

患者さん向けの食育・食事指導ツールとして活用
できる歯科治癒食“detox ハーブ水”“Dental
スムージースープ”の、う蝕・歯周病など、歯科
疾病に応じた簡単にできるレシピを紹介した一
冊。
●著者＝清水 百合
●出版＝東京臨床出版
●価格＝2,300 円＋税

『 新 やさしい説明、上手な治療 Vol.1
細菌から体を守るプラークコントロール 』

最新科学にのっとった歯周病の見方を 4 つの
KEY で解説し、22 症例による歯周病の多様性
と管理の重要性を詳説。チームで歯周病、歯周治
療に対する共通認識を持ち、歯科医院力をあげる
ための臨床の指南書。

プラークコントロールの最新情報をふんだんに
取り入れ、口腔の健康維持および全身の病気との
関係を、詳細なカラーイラストや症例写真で、わ
かりやすく解説。チェアサイドですぐに使える説
明用パンフレット付き！

●著 ＝岡 賢二／藤木 省三
●出版＝インターアクション
●価格＝8,800 円＋税

●編著＝齋藤 淳
●出版＝永末書店
●価格＝7,000 円＋税
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