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Dental X Mirror／プラネット
＜歯科用口腔内カメラ＞

デグラニュレーションキット
／プレミアムプラスジャパン

タイフレッシュ・スムース
／太平化学

＜ティッシュダイヤモンドバー＞

＜水溶性防錆潤滑剤＞

-

プラネットから発売されている“デンタル
X（テン）ミラー”は、まるでデンタルミ
ラーのように、1 歯単位で歯や歯茎の状態
を動画で記録でき、すぐに患者さんとｉ
Pad 上で確認することができる歯科用口
腔内カメラです。
【特徴】
●一眼レフでは撮影できなかった場所や、
デンタルミラーでしか見ることができ
ない歯の裏側、歯肉の状態を鮮明に映し
出します。ｉPad で見る映像は高解像度
のハイビジョン。肉眼より大きくてキレ
イに見えます。
●小さくてコンパクトなスリムヘッドに、
マイクロスコープユニットを内蔵。奥歯
や小さなお子様のお口でも撮影できま
す。
●お手持ちのｉPad とペアリングさせる
だけの簡単接続で撮影が可能です。
●専用アプリ「DentalShot」で動画の撮
影からプレゼンまで行えます。
●プラネット発売の Dental X で画像や動
画の管理が行え、Dental X 内のカルテ・
検査・治療計画、アポイントやリスク管
理まで、全てを一元管理できます。
標準価格＝Dental X Mirror 69,800 円

『 JDS CR ブライト 』
＜ 日本歯科商社 ＞

プレミアムプラスジャパンから発売され
た“デグラニュレーションキット”は、イ
ンプラント即時埋入時等の抜歯窩掻爬を
効率よく確実に行うティッシュダイヤモ
ンドバーです。サージカルキュレットでは
難しい不良肉芽除去も短時間かつ効率的
に行うことができます。インプラントのみ
ならず、ペリオサージェリー、エンドサー
ジャリー、歯根端切除などにも有効です。
【特徴】
●1mm、2.5mm、３mm、3.5ｍｍの4
つの径のティッシュダイヤモンドバーキ
ットです。
●耐久性が高く、
100ケース以上の使用が
可能です。
●最大回転数2,500ppm。
●キット付属のサクションチューブは、先
端径2.8mmと細く、術野を妨げません。
（専用清掃ブラシ付）
●オートクレーブ滅菌対応。

標準価格＝キット 50,000 円

太平化学から発売された“タイフレッシ
ュ・スムース”は、医療用器具の保守を目
的として開発された粘性の低いミルク状
の水溶性無リン防錆潤滑剤です。短時間の
浸漬で器具表面に薄い皮膜を形成し、器具
関節部の作動をなめらかにすると共に防
錆処理が行えます。
【特徴】
●界面活性剤、流動パラフィンを配合し、
器具の動きをなめらかにし、しっかりコ
ーティングし、防錆効果を発揮します。
●使用方法は、浸漬洗浄後、20 倍希釈液
に 10～30 秒浸漬後、よく液切りをし
て乾燥させます。また、ウォッシャーデ
ィスインフェクターでご使用の場合（す
すぎの水に使用）は機器の使用方法に準
じます。50～200 倍希釈液（最適濃度
１００倍希釈液）
●折りたたんで捨てられる減容ボトルを
採用。
標準価格＝2 リットル入 6,500 円

スピーディーな CR 研磨を！
今回ご紹介させて頂く商品は、㈱日本歯科商社で発売されております『JDS CR ブライ
ト』です。適度な硬さのシリコンにダイヤモンド粒子を含有しており、短時間でのつや出し
研磨が可能なコンポジットレジン専用のダイヤモンドポリッシャーになります。中研磨から
最終仕上げまで使用でき、また CAD/CAM 冠の最終研磨にも適しています。特徴としまし
ては、切削片が飛び散らず、固まりになるので清掃が容易になっております。
ご使用をいただいている医院様では、
「研磨にかかる時間が減り、よりスピーディーな治
療ができる。
」と好評をいただいております。ポイントタイプとディスクタイプを取り揃え
ておりますので、咬合面や隣接面など使い分けることが可能になっております。3 月 21 日
から、弊社オリジナルキャンペーン品として特別価格にてご提供させていただきますので、
是非ともこの機会にお試し下さい。詳しくは弊社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

標準価格＝ポイントタイプ 3 本入 1,800 円
ディスクタイプ 3 本入 2,300 円

福岡店 営業二課 新川 健
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★今週の新刊

『 必ず上達 矯正臨床 』
～日常臨床のための全顎矯正入門～

『 これならわかる
少ないバーでできる生活歯の支台歯形成法 』
～シンプルで露髄させない審美補綴～

矯正治療の基本的な知識と技術、
そして全顎矯正
治療を行うまでの道筋を一から紹介するととも
に、全顎矯正まで症例を通じて解説。日常臨床で
矯正治療を始める臨床医にとって最適の入門書。
●著 ＝中島 稔博
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝10,000 円＋税

審美補綴で 5 本、歯周補綴などで 4 本といった
少ない本数のバーを用いて高度な審美性を達成
し、また多数歯の平行性を確保できる支台歯形成
の実例とバーの使用法について詳細に解説した
一冊。
●著 ＝酒井 邦明
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,000 円＋税

別冊クインテッセンス

『 マイクロデンティストリーYEARBOOK 2019 』
『 骨補填材料&メンブレンの歴史的変遷と最新トレンド 』
～歯槽堤再生のための最適な材料および術式とは？～

～一般診療へのマイクロスコープへの活用
ハイジーンワークから歯内療法・歯周治療・修復治療
・補綴治療・インプラント治療まで～

世界の使用頻度の高い骨補填材料 18 種類と最
新メンブレン 64 種類についての変遷・潮流・
分類などを解説し、また、歯槽堤再生のための最
適な材料および術式を「何を、いつ、どう使う？」
という観点で提示した一冊。

マイクロスコープに特化した別冊では第 8 弾と
なる本書は、ハイジーンワークから歯内療法・歯
周治療・修復治療・補綴治療・インプラント治療
まで、いわゆる一般診療へのマイクロスコープの
活用にフォーカスを当てて徹底解説した一冊。

●監著＝岩野 義弘／小田 師巳
●著 ＝岡田 素平太／増田 英人
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税

●編 ＝日本顕微鏡歯科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,500 円＋税

『 クイズで学ぶ口腔疾患 123 診断力てすと 5 』
～お口の問題、解いてみよう。～

『 歯周基本治療のレベルアップ POINT 臨床記録
の読み方、症例の見方、骨欠損の治し方 』

月刊デンタルダイヤモンド「Dd 診断力てすと」
に掲載された 123 問を14 ジャンルに分けてま
とめた書。口腔粘膜疾患、口腔腫瘍などの口腔疾
患になじみの薄い開業歯科医でも、
一般的な疾患
から稀な疾患まで、
クイズ形式で幅広い口腔疾患
の知識と洞察力が得られる一冊。

臨床的な思考プロセスを通じて、
臨床記録をしっ
かりと読み、症例の難易度などをよく理解し、そ
して一つ一つの処置を高い精度で行うための要
点を「POINT」として収載。歯周基本治療の可
能性と生体の治癒力のすばらしさを味わえる良
書。

●編集＝山城 正司
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝7,500 円＋税

●著 ＝片山 奈美／斎田 寛之
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝6,000 円＋税

『 新版 小出 馨の臨床が楽しくなる咬合治療 』

『 どうなってるの？ どうぶつの歯 』

初版から 5 年、
時代の要請に応えるべく、
改訂
「新
版化」！新たな知見を大幅に加えた改訂版とし
て、新たな Chapter を追加してさらに内容を充
実。日常臨床に不可欠な咬合治療の重要事項をで
きるだけわかりやすく解説した一冊。

どうぶつの歯は食べ物を食べる以外に生活の上
でも重要な役割をしています。それぞれのどうぶ
つで歯の大きさやかたち・数がちがいます。どう
ぶつの歯を通して歯の役割や歯の大切さをわか
りやすく紹介した絵本。

●監修＝小出 馨
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝9,500 円＋税

●さく＝鈴木 勝／鈴木 貴博
●え ＝吉田 葉子
●出版＝はる書房
●価格＝900 円＋税

０
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