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アドメテック TTL ルーペ
／マイクロテック

バイオサニタイザー ワイプ
／松風

コメット MEN ポリッシャー
／モモセ歯科商会

＜レンズ埋込式ルーペ＞

＜除菌用ワイプ＞

＜コバルト研磨用ポイント＞

マイクロテックから発売された“アドメテ
ック TTL ルーペ”は、高精度レンズ埋込
式タイプのルーペ（拡大鏡）で、フリップ
アップルーペにより、レンズが目に近いの
で広い視野を確保でき、軽量チタン製フレ
ームとの組み合わせで「軽さ」と「耐久性」
を実現し、長時間使用しても術者の負担を
軽減できます。
【特徴】
●レンズ倍率は、2.5 倍、3.2 倍、4.0 倍
をラインナップし、2.5 倍はワイドレン
ズの採用で視野を広く焦点深度も深く
広範囲の術野を確保できるため、これか
らルーペを使用される方にお勧めです。
また、3.2 倍、4.0 倍は高倍率で鮮明な
拡大視野により、診断・治療精度の向上
につながります。
●軽量チタン製フレームの採用により、長
時間の装着もストレスなく使用できま
す。
●フレームが、レッド・ブルー・オレンジ
の 3 色から選ぶことができます。
●視力補正用（度付）レンズへの交換は別
途費用が必要です。
標準価格＝2.5 倍タイプ 128,000 円
3.2 倍タイプ 150,000 円
4.0 倍タイプ 256,000 円

『 エルゴフィンガー 』
＜ クロスフィールド ＞

乾燥後も効果が持続する除菌液「バイオサ
イニタイザー」
（松風発売）にワイプタイ
プが新登場しました。除菌・抗菌技術のバ
イオコントロール®を使用し、塩素、アル
コール不使用でありながら様々な菌やウ
ィルスに作用することが確認されていま
す。細くて長い繊維のマイクロファイバー
不織布を採用し、汚れの拭き取り性能にす
ぐれ、また、拭き取った汚れの再付着も防
止します。頻繁に接触する環境表面の清拭
用として有効です。

モモセ歯科商会から発売された“コメット
NEM ポリッシャー”は、硬くてキズ取り
が大変なノンプレシャスメタル（コバルト
クロム合金）の研磨をわずか 2 ステップで
完了することができます。カーボランダム
やカーバイドバー等での面慣ならし後の
キズ取りが素早く行えるように、研磨材
（ダイヤモンド粒子）とシリコンの硬さを
ノンプレシャスメタル用に調整したコバ
ルトクロム研磨用ポイントです。

【特徴】
●バイオコントロール®は、陽イオン界面活
性剤（第 4 級アンモニウム塩）と疎水性
ポリマーに基づいた技術で、主に懸濁コ
ロイドの殺菌成分の配列と構造化に因る
もので、その構造化のアンフィセルによ
り、濡れた場所や清拭後に乾燥しても変
わらず除菌効果が発揮され、付着菌はも
ちろん浮遊・落下菌やウイルスに対して
も一度の接触で十分な物理的除菌効果を
持つことが報告されています。
●置き場所を選ばず詰め替えの手間もいら
ない 120 枚入ピロータイプです。マイク
ロファイバー不織布は薬液が乾燥しにく
い製法で編まれており、最後の一枚まで
効果が変わらない状態で使用が可能で
す。訪問診療にもオススメです。

【特徴】
●高い研磨力で一気にキズを消し取り、艶
出し研磨工程にそのまま移行も可能で
す。
●単純平面や狭い範囲には仕上研磨用だ
けで鏡面研磨が可能です。研磨材として
使用して艶出し研磨を行う場合は、事前
処理として使用することで研磨材の消費
労力を抑えることができます。7段階で
吸引力の調整が可能です。
●ルージュ等の研磨材（油分）で技工物を
汚さないので研磨後のセットがスムーズ
に行えます。
●中研磨用と仕上研磨用の2つの仕様があ
り、形状はポイントタイプ2種類、ディ
スクタイプ2種類をラインナップ。

標準価格＝120 枚入 2,400 円

標準価格＝10 本入 1,900 円～6,500 円

術者と患者さん双方に優しいバキュームアダプター！
今回、ご紹介致します商品は、クロスフィールド㈱より発売されておりますバキュームアダ
プター『エルゴフィンガー』です。エルゴフィンガーのメリットとしては、①エルゴノミック
なデザインで身体に優しい、②バキュームのコントロールが簡単、③操作性の向上で快適な診
療、④アシストの必要が少なくなり経費削減、⑤術者の不要な動作が減ることによる処置の効
率化と時間短縮、⑥ディスポーザブルで患者さんへの感染予防を提案、等々です。
ご使用いただいている医院様の衛生士の方からも、
「指先を使う感覚で使用できるので、超
音波スケーラーやパウダーの際などの負担がなく以前より楽に診療ができるようになった。
」
とのお声を頂いております。先生や衛生士の方々の効率化と快適な診療の為に『エルゴフィン
ガー』を是非ご活用下さい。詳細は弊社営業担当者までお尋ねください。

標準価格＝50 本入 12,000 円
※S－M サイズ、L－XL サイズの 2 種類

宮崎店 営業二課 下田 俊
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★今週の新刊

『 長期症例に学ぶＩMPLANT Clinical 』

『 命を救う歯科医療 』

～裸のインプラントから見えてきたコレカラのインプラント～

自らの身をもって痛感した
「生きるとは食べるこ
と」
。歯科医療の重要性と更なる発展に向けた提
言。1993 年、全国的にも珍しい有床歯科診療
所を開設した著者が、
歯科医師人生を通じて実感
した「命を救う歯科医療」について書き上げた一
冊。

「裸のインプラント」
「それからの裸のインプラ
ント」を著し、人生の大半をインプラント治療に
費やしてきた著者らが、長期症例を通じて学ぶイ
ンプラント治療を網羅した一冊。また、巻末には
臨床の役立ちテクニックも掲載した書。
●著 ＝原 正幸／井上 孝
●出版＝kira books.
●価格＝9,000 円＋税

●著 ＝工藤 憲生
●出版＝メディア
●価格＝1,600 円＋税

相続専門税理士のデータ分析でわかった！

『 在宅医療カレッジ 』

『 開業医のやってはいけない相続 』

～地域共生社会を支える多職種の学び 21 講～

医師、歯科医師の相続では、親から子へと受け継
ぐものはお金だけではありません。
病院や患者さ
んも「相続」するのです。日本一相続を見てきた
税理士法人が、
「医師・歯科医師」に特化したデ
ータや豊富な相続事例から導き出した、
医師の相
続ならではのモメない秘訣を網羅した一冊。

首都圏最大級の在宅医療ネットワーク「医療法人
社団悠翔会」が提供する、医療・介護の多職種の
ための学びのプラットフォーム「在宅医療カレッ
ジ」
。多方面で活躍するトップランナーが「教授」
として登壇し、満員続きだったあの人気講義をダ
イジェストで再現した一冊。

●著 ＝税理士法人レガシィ
●出版＝青春出版社
●価格＝1,830 円＋税

●編集＝佐々木 淳
●出版＝医学書院
●価格＝2,000 円＋税

『
「主体的・対話的で深い学び」に導く
歯・口を教材とした健康教育 』
～子どもたちのライフスキルをはぐくむ実践集～

『 「認知症が気になりだしたら、
歯科にも行こう」はなぜ？ 』

歯と口の健康教育を
「主体的・対話的で深い学び」
の教材として実践するための短時間（プチ実践
編）と 1 時間（実践編）の例を具体的に提案し
た一冊。指導用資料やワークシート、教材を収録
した CD-ROM 付き。

「口から考える認知症」
と題して各地でフォーラ
ムを開催する NPO 法人ハート・リング運動が講
演内容を中心にまとめた一冊。認知症と口腔ケ
ア、口の働きの関係や、認知症 1000 万人時代
の過ごし方などをスペシャリストが語る。

●編著＝石黒 幸司／関根 幸枝／高田 康二
武井 典子／村上 元良
●出版＝東山書房
●価格＝2,000 円＋税

●監修＝大久保 満男
●編著＝早田 雅美
●出版＝朝日新聞出版
●価格＝1,200 円＋税

～知ってびっくり！歯のひみつがわかる絵本～

『 こまった虫歯 』

『 むし歯のしょうたい 』

ソフトクリームを食べたら、歯がいたい。これは
もしや、虫歯！？口の中では虫歯がソフトクリー
ムに大喜び。さっそく口にすると、「いって
ー！！」
。これはもしや・・・。読み聞かせにピ
ッタリな、子どもも喜ぶ元気な絵本。

小学生になったら、幼児向けの歯みがきしつけ絵
本から卒業しよう。歯に関する正しい知識がよく
わかる絵本シリーズ。むし歯菌が穴を掘るからむ
し歯になるのではないことを紹介した絵本。

●著 ＝長田 真作
●出版＝高陵社書店
●価格＝1,500 円＋税

●文 ＝楠 章子
●絵 ＝ながおかえつこ
●出版＝くもん出版
●価格＝1,500 円＋税
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