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BQE エルゴダイナミック
オペレーター／東京歯材社

ワム X 金属コア除去イントロ
キット／クロスフィールド

コメット MＩセラバーK1SM
／モモセ歯科商会

＜ドクタースツール＞

＜金属コア除去用キット＞

＜軟化象牙質除去用ジルコニアバー＞

クロスフィールドから金属コア除去用キ
ット“ワム X 金属コア除去イントロキッ
ト”が発売されました。別売のワムクラウ
ンリムーバーによりクラウン除去を行っ
た際の歯根は負担が少なく、ワム X 金属コ
ア除去イントロキットの使用で金属コア
を除去しやすくなります。また、支台歯へ
の負担が少なく心地よい処置を提供でき
ます。
（ワムキークラウンリムーバーを用
いない場合でも金属コアを除去できま
す。
）
-

治療中の術者の姿勢を正しくサポートす
るドクタースツール“BQE エルゴダイナ
ミックオペレーター”が東京歯材社から発
売されました。術者の体や診療内容に応じ
て、3 種類のアームレスト調整で的確にサ
ポートします。
【特徴】
●精密治療時に術者の姿勢を安定させ、よ
り快適な治療環境を作り出します。
●椅子に深く座ると、背中側の座面が沈み
込み、同時にバックサポートが前方にで
て、術者の腰の位置を押さえます。これ
により、骨盤が立った良い姿勢を自然に
とることができ、体への負担を軽減しま
す。
●しっかりとしたアームサポートは上下、
前後、回転の 3 つの動きにより術者の
最適な位置に置くことができ、特にマイ
クロスコープ使用時の腕から手の動き
を安定させます。
標準価格＝本体一式

244,000 円

『 ｉ-TFC ルミナス 』
＜ サンメディカル ＞

【特徴】
●シンプルなインスツルメントで準備か
ら処置まで短時間で行えます。
●使いやすいユニークなデザインで臼歯
部を含むほとんどのケースの金属コア
を除去できます。
●フォーセップスの先端がカーブしてい
るので臼歯部まで届きます。
●3 種類のブロング（S、M、L）により、
ほとんどのケースに対応します。
●衝撃吸収ネジがフォーセップスの広が
りを制限することで除去中、除去後の衝
撃を緩和します。
標準価格＝
ワム X イントロキット
129,000 円
ワムキークラウンリムーバー
セット 50,000 円

ステンレスではない、ポリマーでもない！
シルクのような滑らかな切削感が得られ
る軟化象牙質除去用ジルコニアバー“コメ
ット MＩセラバーK1SM シリーズ”がモ
モセ歯科商会から発売されました。すくい
角を従来の製品から見直すことで、切削時
の振動が軽減し、シルクのような滑らかな
切削感が得られます。
【特徴】
●使用中に跳ねることなく、ハンドインス
ツルメントと同じような感覚で感染歯
質のみを除去することが可能です。
●ジルコニア製のため、最初の切れ味が長
期間維持され、錆も出ず、窩洞周囲が黒
く色づくことがありません。
●スリムネックの採用で術野をしっかり
確保します。
●長さは 22mm と 26mm の 2 種類をラ
インナップ。22mm は浅い窩洞に使用
しやすく、臼歯部などの開口量が少ない
場合に有効です。また、26mm のロン
グタイプは、マイクロスコープなどの使
用の際、視野を妨げることなく切削が可
能です。
●最大径 0.8～2.3mm の 8 種類。
標準価格＝
CA キット（8 本入）
23,000 円
CA ロングキット（8 本入）26,000 円
CA（22mm）単品
3,000 円
CA ロング（26mm）単品 3,500 円

光にこだわる保険適用ファイバーポストコアシステム！
今回ご紹介させていただく製品は、サンメディカル㈱の光重合型システムファイバーポス
トコアシステム『 ｉ-TFC ルミナス』 です。
「ｉ-TFC ルミナスファイバー光ファイバー
ポスト」は、ポストの中心に光ファイバーが入っており光透過性の高いファイバーポストで
す。また、表面のグラスファイバーは編み込み構造になっているため、その凹凸にレジンが
入り込み高い機械的嵌合力を発揮します。
「ｉ-TFC ルミナスコア LC フロー」は操作性の
良い光重合タイプのフロアブルレジンです。根幹部もコア部「ｉ-TFC ルミナスコア LC フ
ロー」１本で填入と築盛が行えます。直接法には「ｉ-TFC ルミナスボンド」でボンディン
グ処理することにより乾燥の難しい根管象牙質への接着が可能です。
保険適用で審美性に優れた国内生産の「i-TFC ルミナス」はコスト面にも優れ、多くの
先生方にご使用・ご好評いただいております。
「i-TFC ルミナス」に関する資料もございま
すので是非、弊社営業担当者までお声掛けください。

標準価格＝ｉ-TFC ルミナス
ファイバーコア&ボンドセット 19,000 円

鹿児島店 営業三課 早川 雅悟

Vol. 730 発行日 2018 年 7 月 30 日

★今週の新刊

『 ガイデッドサージェリー
プランニング・サクセスマニュアル 』
～10 年の蓄積に基づくそのノウハウのすべて～

インプラント治療、ガイデッドサージェリーの草
分けである中村社綱先生、インプラント臨床をリ
ードする OJ の現会長である三好敬三先生が執
筆・監修。ガイデッドサージェリーを使う利点や
インプラント治療に不可欠な解剖学的ポイント
をビジュアルに解説し、誰れもがプランニングに
悩みがちな 17 症例を基に、ガイデッドサージェ
リーの強みを生かしたプランニングのノウハウ
が学べる一冊。
●監著＝中村 社綱／三好 敬三
●出版＝インターアクション
●価格＝6,800 円＋税

『 写真でマスターする
エンドでマイクロスコープを活用するための
ポジショニングとミラーテクニック 』
マイクロスコープが最も使われている歯内療法
における「ポジショニングとミラーテクニック」
のポイントについて、治療部位別に豊富な写真と
イラストを用いてわかりやすく解説。また、実際
に治療を始める前に必要な機種の選び方や術者
に合わせた設定の仕方、マイクロエンドに必要な
器材なども紹介した一冊。
●著者＝橋爪 英城
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝6,500 円＋税

月刊デンタルハイジーン別冊

『 歯科保険請求マニュアル 平成 30 年版 』

『 セルフケアの本 』

～歯の知識と請求の義務～

セルフケアによる臨床の効果と絶対押さえてお
きたいエビデンスをわかりやすく示し、
歯ブラシ
と各種補助清掃用具の特徴、
歯磨剤や洗口剤の効
果的な使用法など、
臨床に活かせるポイントが満
載の書。
実践したくなるモチベーションのテクニ
ックやライフステージに応じた指導方法、
さらに
はブラッシングにより起こる歯肉の変化などを
解説。

「保険の基礎知識」
編では保険診療の仕組みや内
容を項目別に示し、
レセプトがすぐに正確に書け
るようレセプト欄に沿って解説。
「症例」編 では
実際のカルテからレセプトの記載要領がわかる
ように構成し、症例ごとに解説。
「歯の基礎知識」
編 では歯と周囲組織についての構造、名称、解
剖学的事柄を解説した保険と歯に関する基礎的
知識を習得するための参考書。

●編著＝佐藤 聡／両角 祐子／小牧 令二
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,300 円＋税

●著 ＝高橋 一祐
●出版＝医歯薬出版
●価格＝7,000 円＋税

『 新版 歯科医療管理 』
～安全・安心・信頼の歯科医療を提供するために～

『 歯科衛生士のための最新歯周病学 』

日本歯科医療管理学会が編集した歯科医療管理
のテキスト書。
基礎的事項から国民目線に適った
診療環境の構築までを系統立てて解説。
「診療所
完結型」から「地域完結型」の歯科医療に向けて、
歯科医療管理の分野における必要事項をすべて
網羅した一冊。

歯周病学を学ぶ歯科衛生士のための最新スタン
ダードテキスト。
臨床現場ではレベルアップをめ
ざすためのスタディーブックとしても活用でき
る一冊。

●編 ＝日本歯科医療管理学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,500 円＋税
『 院長、スタッフ、患者さんも快適！
歯科医院のラクわかり経営学 』
繁栄に向かうヒント 33 や「自分らしい経営」
を手に入れる 11 の選択、コンサルタント 12
人に聞いた成功院長の共通点など、
快適に歯科医
院を運営していくための知恵をまとめた書。
開業
医やコンサルタントの先生だけでなく、
開業前の
先生にも楽しく学べる一冊。
●編 ＝アポロニア 21 編集部
●出版＝日本歯科新聞社
●価格＝4,000 円＋税
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●編著＝加藤 熈
●著 ＝坂上 竜資／菅谷 勉
高橋 幸裕／藤井 健男
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,000 円＋税
『 ブラケットポジショニング 実際と臨床 』
～ダイレクト・インダイレクトボンディングのために～

矯正治療におけるダイレクトボンディング・イン
ダイレクトボンディングにおけるブラケットポ
ジショニングに必要な基礎と歯牙の知識等症例
を交えてその実際と臨床を網羅した一冊。
●著 ＝白須賀 直樹／菅原 泰典
●出版＝Dent Inc.
●価格＝10,000 円＋税
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