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デュオペン & デュオガン
／モリタ

DH フィットリライナー
／デンケン・ハイデンタル

＜電熱式根管プラガ&電気加熱注入器＞

＜ペーストタイプ硬質リライニング材＞

軽量、コンパクト、コードレス化を実現し
た電熱式根管プラガ“デュオペン”と、歯
科根管材料電気加熱注入器“デュオガン”
がモリタから発売されました。両機とも視
認性の高いディスプレイ表示を採用。ま
た、瞬時な加熱機能と温度設定機能によ
り、スピーディーな根管充填が可能です。

業界初！ペーストタイプの硬質リライニ
ング材“DH フィットリライナー”がデン
ケン・ハイデンタルから発売されました。
計量・混和の手間がいらないペーストタイ
プのカートリッジ式を採用することで、操
作時間の短縮につながり、また、携帯性に
優れているため、訪問診療にも適していま
す。

日本歯科商社から発売された“JDS ベス
ト”は、急速加熱に対応したリン酸塩系埋
没材で、練和泥の流れが良いため操作性に
優れています。また、安定した鋳造結果と
補綴物の適合性を重要視した埋没材です。

[特徴]
●筋圧形成の容易な粘度が持続し、硬化後
の研磨も容易です。
●盛り上げから最終硬化まで 5 分間。
●カートリッジ式なので、必要な量を直接
盛り上げることができ、廃棄ロスが減少
します。
●接着可能な材料は、アクリルジェット
床、アクリジェット、アクリショット、
ポリカ―ボネイト床です。
●使用量の目安としては、
本材 1 本（55g）
で、下顎総義歯 7～8 床分です。
●色調は母材の色と調和するクリアピン
ク色。
●基本セットは、本材 1 本（55g）と専用
プライマー（7ml）が付属されています。

【特徴】
●埋没後 60 分で 900℃のリングファー
ネスに投入可能です。
●急速な加熱に対して鋳造クラックなど
の鋳造不良の発生を抑えています。
●良好な流動性により、気泡の混入を抑
え、美しい鋳造面を得ることができます。
●練和性に優れており、滑らかな練和泥で
細かい部分にも流れやすく、埋没作業が
スムーズに行えます。
●混液比、濃度を症例や周辺材料に合わせ
て調整することで、膨張率を幅広くコー
ントロールすることが可能です。さまざ
まなケースに対して、優れた適合精度が
得られます。
●使いやすい個包装（200g×20袋）。

標準価格＝基本セット
6,000 円
単品（55g）4 本入
13,500 円
専用プライマー（30ml）2,500 円

標準価格＝
粉末 4kg（200g×20 包装） 6,000 円
液体 1,000ml
3,200 円

●デュオペンは、3段階（170℃、200℃、
230℃）のペンチップの温度設定が可能
です。また、見分けやすくカラーコード
化された5種類のペンチップは、根管の
大きさに合わせた選択が可能です。
●ハンドピースとチップはしっかりと固
定でき、60°ごとの角度調整も可能で
す。
●瞬時に高温に加熱され、素早くガッタパ
ーチャを溶融します。
●デュオガンは、任意に曲げられる2種類
（23G、25G）のディスポーザブルガ
ンチップを採用。急速な加熱（200℃ま
で25秒）で、即座に使用が可能です
●お好みのフローに合わせた3段階
（140℃、170℃、200℃）の温度設
定が可能です。
標準価格＝デュオペン一式 138,000 円
デュオガン一式 138,000 円

『 ソールバイト 』
＜ プレミアムプラスジャパン ＞

JDS ベスト／日本歯科商社
＜急速加熱型リン酸塩系埋没材＞

『色調』
『硬さ』『使い易さ』すべてが最高のバランス！
今回、ご紹介させて頂く商品は、プレミアムプラスジャパンから発売されています咬合採
得用シリコーン印象材“ソールバイト”です。特徴といたしましては、
●濃淡の出やすいマットブルーの色調
●３０秒硬化！ゆったり操作、即急硬化
●収縮率-０．１％以下で寸法を維持
●ショアＡ９０「硬すぎず、柔らかすぎず」あつかいやすい適度な硬度
●わずかな押し出し抵抗（女性のスタッフの方でも楽々）
ご愛用頂いている先生からは、
「薄くなってもちぎれにくく、引っ張りに強く、寸法安定性
がとても良い。
」のお声を頂いております。加えて、コストパフォーマンスも高くなってお
ります。是非、この機会に一度お試しいただければと思います。尚、ディスペンサーは各
社適応ですので営業担当者にお尋ね下さい。写真はＧＣ社製です。
※Super Fast タイプも近日発売予定です。

標準価格＝50ml カートリッジ 2 本入 2,600 円

鹿児島店 営業一課 坂元 俊彦
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★今週の新刊

『 写真とエビデンスで歯種別に学ぶ！
歯内療法に生かす根管解剖 』

『 プリアジャステッドアプライアンスの
治療とモニタタリング 』

～CBCT・歯科用顕微鏡・透明標本でひも解く根管の秘密～

～不正咬合の解決策を思考する～

根管治療に必要な知識である根管解剖をデンタ
ルエックス線写真、
透明標本写真および昨今の歯
内療法臨床で活用される CBCT 像と歯科用顕微
鏡で考察した“エンド新時代の根管解剖書”
。歯
種ごとの根管形態の特徴や多様性、
その出現率等
を過去の文献をひも解きながら豊富な写真資料
で考察した一冊。

プリアジャステッド装置の開発と変遷、
そこに携
わった研究者の業績を紹介しながら、
本法の基本
となる事項や治療手順をステップごとにイラス
トや写真で示し、MBTTM システムを応用した臨
床例とともに解説。
日本人に多くみられる前歯部
叢生を中心に、診断と治療計画、治療のモニタリ
ングと評価、
問題点の解決法に至るまで一連のプ
ロセスで理解できる一冊。

●著 ＝吉岡 隆知
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝14,000 円＋税

●著 ＝氷室 利彦
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝11,000 円＋税

『 インプラントの迷信と真実 』

～強くなるシリーズ～

- 診査・診断～インプラント周囲炎治療まで -

『 骨再生に強くなる本 』

大好評シリーズ『迷信と真実』本の第 4 弾。イン
プラント治療における、診査・診断、治療計画、
外科・周術期管理、補綴処置、メインテナンス・
経過観察、インプラント周囲炎に関する迷信と真
実を、41 編の解説・レビューで掲載し。エビデ
ンスに基づいた治療が求められる今日のインプ
ラント治療を行ううえで必携の一冊。

なぜ歯周病により骨吸収を起こすのかに始まり、
その予防法や治療法、また抜歯後のインプラント
治療を行う際に必要な骨再生の仕組みについて、
一人の若手歯科医師が日常臨床のなかで試行錯
誤して解決していくという物語形式で解説した
一冊。
●著 ＝柴原 清隆
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,500 円＋税

●著 ＝中居 伸行／大月 基弘
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,800 円＋税

『 新人歯科衛生士・デンタルスタッフ院内マニュアル 』
～院長必携『ポケットマニュアル』院内版～

『 スウェーデンの歯科衛生士から学ぶ！
歯科衛生士のためのベーシックペリオ講座
＋インプラント 』

院長や先輩スタッフが、
新人スタッフならびに新
たに入職した方の新人教育に役立つ実践的マニ
ュアル本。細かな字が見えにくくなった院長や、
ベテランスタッフにも良く見えるように、
大きめ
な文字となった大判マニュアル。

スウェーデンの歯周病専門医院で学んだ歯周治
療・インプラント治療の実際を Q&A で徹底解
説。
最新のエビデンスを実臨床で活かすためのヒ
ント満載の一冊。
スウェーデンの歯科衛生士たち
の横顔がわかる“コラム”付き。

●著 ＝江藤 庸博
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,800 円＋税

●著 ＝加藤 典
●監修＝弘岡 秀明
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,200 円＋税

『どんな英語オンチでも話せる！伝わる！
スタッフのための歯科英語 』
シンプルで患者さんに通じる歯科英語を実践的
なフレーズで覚えられ、アジア圏、南米などの英
語圏以外の患者さんにも通じる英語を習得でき
る本。難しい英単語も文法もいらない！この一冊
があれば、受付、チェアサイドなどですぐに役立
つ一冊。
０

●著 ＝勝又 いづ
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,000 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

『 ケースから学ぶ
高齢者ケアにおける介護倫理 第２版 』
高齢者ケアにおける倫理的問題に対して“気づ
き”をもつための基礎となる倫理的・法的基礎知
識を，11 の臨床事例を通してわかりやすく解説
した好評書の改訂本。
●著 ＝箕岡 真子／稲葉 一人
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,400 円＋税
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