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カプス 1100／アイキャット
＜歯科用マイクロスコープ＞

スムーズに動き、ピタリと止まる！ストレ
スのないアーム操作を実現した歯科用マ
イクロスコープ“カプス 1100”
（ドイツ：
カールカプス社製）がアイキャットから発
売されました。

-

【特徴】
●バランサー付カップリングを標準搭載
し、カメラを付けても外しても鏡筒が直
立するように重心を調整可能。また、ロ
ーテーション機能付きで鏡筒を傾けて
も術者のポジショニングをキープしま
す。
●色収差の少ないアポクロマートレンズ
を採用し、上質な光学部品で明るい視野
が得られます。
●拡大率は、3.6x、5.7x、9.1x、14.6x、
22.7x の 5 段階。
●焦点距離 250mm のノーマルレンズと
焦点距離 220～320mm のパリフレッ
クスレンズから選択できます。ノーマル
レンズは 12mm のフォーカス機能付。
●照明には長寿命の LED を採用し、自然
光に近い光を再現します。
●医院のイメージに合わせたカラーリン
グが可能です。
（オプション・受注生産）
標準価格＝
ノーマルレンズ仕様
3,230,000 円
パリフレックスレンズ仕様3,680,000 円

『 ディスポチップ筆積 3L 』
＜ サンメディカル ＞

ヴェリコム Well pulp PT
／ペントロンジャパン

パナシールドプラス Medical
／日本歯科商社

＜歯科用覆髄材料＞

＜歯列矯正用咬合誘導装置＞

ペントロンジャパンから新発売の“ヴェリ
コム Well pulp PT”は、化学的に合成さ
れた高純度カルシウムアルミノシリケー
トを主成分とする、パテタイプの歯科用覆
髄材料です。天然鉱物を原料として使用し
ていないので、有害な重金属を含有してお
らず、生体親和性に優れた水硬性バイオセ
ラミックペーストです。

日本歯科商社から発売された“パナシール
ドプラス Medical”は、3 歳頃から使用可
能な反対咬合治療を目的とした歯列矯正
装置です。マウスピースで低位舌を挙上し
てオトガイ筋を弛緩させ、下顎体を後方に
誘導し、反対咬合を改善させるシステムで
す。

【特徴】
●高純度に精製された高純度カルシウムア
ルミノシリケートを厳選して使用し、天
然鉱物を原材料としていないので、細胞
への毒性などが懸念される有害な重金属
を含有していません。
●練和不要のパテタイプのため、使用前の
練和操作や面倒な水分コントロールの必
要や充填後に垂れる心配がありません。
●パテの色調は白いため、充填箇所の色調
が透過しにくく、審美的要件を求められ
る前歯部にも使用することができます。
●X 線造影剤として酸化ジルコニウムを
配合。充填後の予後観察はもちろんのこ
と、ビスマスを含まないので耐変色性に
も優れています。
●充填後は水和反応により水酸化カルシ
ムを生成するため高アルカリ環境を維持
し、高い抗菌性を発揮します。
標準価格＝0.25g×10 パック 19,000 円
ディスペンサーガン 2,750 円

【特徴】
●材質は軟性素材であるエラストマーを
採用しているので、床装置との併用が可
能。床装置の補助装置として使用できま
す。
●臼歯部でしっかり噛むように前歯部に
溝があり、咬合力の中心である第二小臼
歯部、大臼歯部で咬合する構造になって
います。
●サイズは2種類。Sサイズは3歳～9歳頃
（乳歯列期～混合歯列前期）、Lサイズ
は9歳頃～（混合歯列後期～永久歯列）
が適応です。

標準価格＝1 箱（1 個入） 6,000 円

知る人ぞ知る隠れた逸品！
今回、ご紹介させていただく商品は、サンメディカル㈱から発売されております『ディスポチ
ップ筆積 3L（オレンジ）
』です。商品の特徴としましては、①一度にたくさんのポリマー粉末を
採取する際に便利なディスポチップです。②大きさはディスポチップ筆積 LL（紫）の 1.5 倍で
す。③スーパーボンドの関連商品ですが、各社即時重合レジンや仮封材の使用にも適しています。
ご採用頂いた医院様からは、
「これまで筆積するときは最初のセットに入っている L サイズ（ピ
ンク）か LL サイズ（紫）しか知らず、使っていなかったが、紹介されて使ってみたところ、一
度に大量の粉末を採れるので、特にテック製作の時などスピードが上がり、重宝しています。
」
とのお声を頂いております。スーパーボンドユーザーの医院様はもちろん、非ユーザーの医院様
でも臨床のスピードアップにつながる商品ですので、まだお使い頂いていない医院様には是非一
度お試し頂きたい商品です。詳しくは弊社担当営業者までお問合せ下さい。

標準価格＝10 本入 1,050 円

鹿児島店 営業三課 前田 和博
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★今週の新刊

シリーズ MＩに基づく歯科臨床 vol.05

『 ペリオドントロジー&ペリオドンティクス下巻 』
歯周治療の「検査と診断」
「非外科的歯周治療」
「外科的歯周治療」
「インプラント周囲炎の原因
と対策」
「メインテナンス」を解説。抜歯か保存
かの判断基準、
各治療法に本当に効果があるのか
も検証し、また 2018 年に発表の米国・欧州歯
周病学会の「歯周病、インプラント周囲炎の新分
類」についても解説した一冊。
●編著＝月星 光博
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝16,000 円＋税

『 天野ドクターの歯周病絵本 バイオフィルム公国物語 』
多種多様な細菌の集合体である口腔内のバイオ
フィルム（プラーク）
。そのなかで細菌たちが協
力し合い、食べて、増えて、外敵と戦う様子は、
さながらひとつの国家のようで、そのバイオフィ
ルムをひとつの「国」に、そこで暮らす細菌たち
を「国民」にたとえて歯周病のメカニズムを解説。
バイオフィルム公国の繁栄の先に待つものと
は？
●著 ＝天野 敦雄
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,700 円＋税

別冊 ザ・クインテッセンス

別冊 ザ・クインテッセンス

『 インプラント YEARBOOK 2019 』

『 薬 YEARBOOK ’19／’20 』

～デジタル・デンティストリーにおける
インプラント治療の未来予測～

インプラント販売企業 28 社の協力を得て、
「最
新インプラントシステムの特長および臨床応用」
を紹介し、また、巻頭では「デジタル・デンティ
ストリーにおけるインプラント治療の未来予測」
と題した特集を掲載。
インプラント治療の最新情
報を網羅した一冊。
●編集＝クインテッセンス出版
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,800 円＋税

～患者に聞かれても困らない！
歯科医師のための「薬」の飲み合わせ完全マニュアル～

高血圧症、糖尿病、メンタルヘルスなど、臨床で
の遭遇頻度の高い 70 の薬を紹介し、処方する抗
菌薬や鎮痛薬によって作用が強まる、または弱く
なる可能性、あるいは併用禁忌等をすぐに確認で
きる構成で、患者から服用薬を聞いたときに歯科
用薬剤との飲み合わせを短時間でチェックでき
る書。
●監修＝朝波 惣一郎／王 宝禮／矢郷 香
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,500 円＋税

『 解剖から学ぶ口腔ケア・口腔リハビリの
手技と、その実力 』

デンタルダイヤモンド増刊号

～オーラルフレイル予防のために～

『 正しく使おう！ アライナー型矯正装置 』

口腔ケア・口腔リハビリに必要な解剖学の知識を
まとめ、また解剖学の知識のみならず、口腔の機
能訓練や摂食・嚥下リハビリ臨床の現場まで記載
の枠を拡げ、解剖学の知識を、臨床により直結さ
せた一冊。

昨今、審美性や清掃性などの利点を求め、カスタ
ムメイドのアライナー矯正治療を希望する患者
が増えている。
まだ新しい技術であるアライナー
矯正治療について、基礎から「正しく」学べ、ま
た、治療中に苦慮した症例を開示し、考察にも適
した一冊

●監修・執筆＝北村 清一郎／黒岩 恭子
森 淳一
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝12,000 円＋税

『 チームで成功させるホワイトニング 』
～壁を乗り越えるポイントと臨床テクニック～

●編著＝槇 宏太郎／佐本 博／土岐 泰弘
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,400 円＋税

『 歯科からはじめるアンチエイジング栄養学 』

ホワイトニングを成功に導き、患者満足や信頼を
獲得するためのポイント・勘どころを、楽しく、
短時間で押さえられるように解説し、さらに「た
だ歯を白くするだけではない」ホワイトニングの
効果についても言及した書。

栄養学に関連した「歯科とアンチエイジング」の
関係を、わかりやすく、かみ砕いて解説し、栄養
素が身体に与える影響とアンチエイジングに欠
かせない知識が満載で、栄養療法の第一歩を踏み
出すのに最適の一冊。

●著 ＝須崎 明
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝9,500 円＋税

●著者＝森永 宏喜
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,000 円＋税

０
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