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コンビタッチ／mectron
＜超音波多目的治療器＞

ガッターフロー2
／コルテンジャパン

B＋（ビープラス）
／日本歯科工業社

＜歯科用根管充填シーラ＞

＜歯磨き剤＞

-

Mectron から発売された“コンビタッチ”
（日本歯科商社取り扱い）は、ピエゾ発振
方式の超音波スケーラー機能に加え、エア
ポリッシャー機能を兼ね備えたオールイ
ンワンタイプの超音波多目的治療器です。
歯肉縁上から縁下の歯石やバイオフィル
ム、ステインの除去、インプラントの清掃
にも使用できます。
【特徴】
●超音波ハンドピースには 360°回転し
て位置を調整できる LED ライトを標準
装備し、治療部位を明るく照らします。
●エンドモード、ペリオ・スケーリングモ
ード、ソフトモード、パルスモードなど、
用途に応じた使い分けが可能です。ま
た、50 種類以上の超音波用チップをラ
インナップし、スケーリングやペリオ、
エンド、形成、抜歯など様々な用途に対
応します。
●エアポリッシャーでは、ボタン 1 つで歯
肉縁上、縁下の清掃の切り替えが可能
で、ダブルパウダーチャンバーの搭載に
より、縁上用パウダーと縁下用パウダー
が連動して切り替わります。
●自動的に微弱エアがチューブ内を清潔
に保ち、パウダー詰まりを防止します。
標準価格＝本体一式 880,000 円

『 V・ブラシ 』
＜ イシズカ ＞

標準価格＝ジャバラ付細毛 1.7φ10 入 2,500 円
ジャバラ付太毛 2.0φ10 入 2,700 円
ジャバラ無細毛 1.7φ10 入 2,300 円
ジャバラ無太毛 2.0φ10 入 2,400 円

コルテンジャパンから発売された“ガッタ
ーフロー2”
（日本歯科商社取り扱い）は、
ガッタパーチャ粒子を混合させたシリコ
ン系シーラです。流動性とチキソトロピー
性に優れているため操作性が良く、また、
常温で使用できるためシーラが収縮せず、
逆に 0.1％膨張することで高い根管封鎖性
があります。加えて、混合するシリコンの
特性により溶解度は 0.00％であり、高い
根管封鎖性を安定して維持できるシーラ
です。
【特徴】
●30μm 以下のガッタパーチャ粒子とシ
ーラを一緒にした革新的なコールドツー
インワン根管充填システムです。この新
しい充填システムが常温での根管充填を
可能にします。
●チキソソトロピー性があるため、加圧下
で粘度が減少し、フローが増し、側枝を
はじめとする根管細部まで充填が可能で
す。
●ガッタパーチャポイントと象牙質への粘
着性に優れています。
●優れた X 線造形性を有します。
●わずか 0.1%の微膨張による高い根管封
鎖性と再感染リスクの低減、またすぐれ
た生体親和性を発揮します。
標準価格＝スタンダードセット 12,500 円
リフィルシリンジ
9,800 円

日本歯科工業社から発売された“B＋”は、
世界初の化石サンゴ由来のアパタイト（歯
の骨の主要成分）を配合した歯磨剤です。
毎日の歯磨きに、歯科医院のポリッシング
材として、ホワイトニング後の歯質強化、
色素沈着予防等、幅広く活用できます。
【特徴】
●天然由来の化石サンゴ、ヤシ油、タマネ
ギ外皮、
はっか等18種類のより安全な天
然原料を使用しています。
●世界初の与那国島の化石サンゴを原料
として精製に成功。一般的なアパタイト
と比し、低結晶で分子の結びつきが強固
ではないので、使用時には柔軟な反応を
示します。また、マグネシウムや他ミネ
ラルを含有しています。
●歯の再石灰化を促し、歯質を強化。また、
ステイン・歯垢（プラーク）・細菌・重
金属などを吸着し除去します。
患者参考価格＝
100g 入

2,300 円（税別）

毛先が自由に曲げられる万能筆！
今回ご紹介させていただきます商品は、㈱イシズカから発売しております万能筆「Ｖ・
ブラシ」です。持ち手のホルダーがスポイド式になっており即時重合レジン、仮封処置用
レジン、染め出し液などを入れ使用することができます。ホルダーの先に付けるチップは
ストレートタイプとマルチタイプの２種類があり、使用用途に応じて選択していただけま
す。毛の素材は化学繊維で毛先が広がりにくいため細かい作業や狭い部位へのデリバリー
も行いやすくなっております。口腔内でのご使用は滅菌可能な金属ホルダーもございます
のでそちらをお奨め致します。
実際に使用いただいている先生からは、
「筆先に取ったレジンが落下することがなく非常
にストレスがない。
」とのご意見をいただいております。診療サイド・ラボサイド両方でご
使用いただけるＶ・ブラシ！築盛時間の短縮・液を無駄にしない・低コストが期待できま
すので、是非ともこの機会に一度弊社営業担当者までお問合せ下さい。
福岡店 営業一課 門司 祐宗
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★“2019 九州デンタルショー”盛会に閉幕！
5 月 25 日（土）
、26 日（日）の両日に渡り、(社)福岡県歯科医師会・福岡県歯
科用品商組合主催、(社)福岡県歯科技工士会・(社)福岡県歯科衛生士会・九州歯科用
品商協同組合協賛による九州歯科界最大のイベント“ 2019 九州デンタルショ
ー ”が、マリンメッセ福岡（福岡市博多区）にて開催されました。本年は、
『白い
歯・素敵なほほえみ』をテーマのもと、約 150 社もの出展メーカーの協力にて今
年も最新機器を中心に話題の製品が一同に展示されました。会場内では、数々の新
製品を展示したメーカーブース、また、各メーカーデモ及び説明コーナーに多数の
来場者が集中し大盛況となっており、やはり話題の中心である CT・3D 機器や
CAD/CAM 、3D プリンター等のデジタルを駆使した最新機器の他、マイクロス
コープやエンド関連、予防製品グッズ、そして滅菌機器・器具等にも多くの関心が
寄せられていました。また、生涯研修セミナーは、5 会場において 2 日間 24 種も
の研修セミナーが開催され、会場によっては座席を増設するほどの大盛況でした。
全体の来場者数は、昨年と比較して 1,000 名程の減少が見られましたが、2 日間
の来場者数は大台の一万人を超え、盛会に閉幕しました。
来年の九州デンタルショーは、2020 年 5 月 30 日（土）
、31 日（日）に同会場
にて開催が予定されております。
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※来場者数は、受付係によりカウント器を用いて計測

★今週の新刊

『 歯列の乱れに着目！
口腔粘膜疾患と舌痛症への対応法 』

『 情報発信で差がつく 歯科医院の WEB 新戦略 』

日常臨床でよく患者が訴える粘膜疾患と舌痛症
について、その原因究明と対応法を 43 の症例で
徹底解説した書。
「原因がわからない」
「治療法が
わからない」と決めつける前に実践したいこの一
手を詳説した一冊。

人財募集の最新ホームページ戦略や口コミ対策
と★★★（スター）対策（SEO）
、医療法上の広
告規制対策など、これからのホームページの戦
略・戦術について、最新の WEB 重要ポイントを
詳説した一冊。

●監修＝天笠 光雄
●著 ＝塩沢 時子／塩沢 真穂／塩沢 育巳
●出版＝インターアクション
●価格＝6,800 円＋税

●著者＝山下 伊津雄
●出版＝アルファ企画
●価格＝4,800 円＋税

『 スウェーデンのすべての
歯科医師・歯科衛生士が学ぶ最新小児歯科 』

『 MＩ Motivational Interviewing In Dentistry 』

「トータルカリオロジー」
「トータルペリオドン
トロジー」に続く、スウェーデンの歯科医師・歯
科衛生士の教科書の 3 冊目！小児歯科医療のエ
ビデンス、リスク評価、予防概論など年代別に詳
説した一冊。

中毒患者の治療や犯罪者の更生、教育、禁煙指導
など、世界各国のあらゆる分野ですでに使われて
いる新しいコミュニケーション手法“MＩ”の歯
科に向けて初めて書かれた本の翻訳本。

●著 ＝Ingegerd Mejare／Thomas Modeer
Svante Twetman
●訳 ＝西 真紀子 ●監修＝西野 瑞穂
●出版＝オーラルケア
●価格 4,800 円＋税

発行：株式会社 UK デンタル
熊本・鹿児島・久留米・福岡・長崎・宮崎・大分

～世界の医療界が変わった、MＩの“問いかけ話法”～

●著者＝Lynn D. Carlisle
●訳 ＝オーラルケア
●出版＝オーラルケア
●価格＝5,700 円＋税
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