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／ジーシー

口腔ケア用吸引管
／日本歯科薬品

RoTAC ロータリーファイル用
グリップ／モリムラ

＜歯垢染色ジェル＞

＜口腔ケア用汚染物回収ツール＞

＜ロータリーファイル用グリップ＞

トリプラークＩD ジェル

ジーシーから 4 月 1 日発売される“トリ
プラークＩD ジェル”は、う蝕リスクを見
える化する歯垢染色ジェルです。色素とプ
ラーク中の酸の反応えで 3 色に染め分け
ることが可能です。プラークコントロール
の新たなモチベーションアップツールに
有効です。
【特徴】
●「新しいプラーク」は粗造な構造ため、
青色色素が洗い流され、赤に染まりま
す。
●「古いプラーク」は密な構造の為、赤色・
青色とも留まり、青紫に染まります。
●「う蝕リスクの高いプラーク」は、赤色
色素が見えなくなり、水色に染まりま
す。
●日常的にブラッシングが十分でない部
位、う蝕リスクの高い部位を判断するの
に有効です。
●簡単に歯面へ広げて染色ができるジェ
ルタイプです。また、ポイント染めも可
能です。
●患者さんとのコミュニケーション、モチ
ベーションアップ、フィードバックに有
効です。
標準価格＝40g 入 1,800 円

『 サイナスリンス 』
＜ ニールメッド ＞

患者参考価格＝
キット 10 包：1,100 円（税込）
キット 60 包：3,080 円（税込）
リフィル 60 包：2,200 円（税込）
リフィル 120 包：3,960 円（税込）

日本歯科薬品から3 月26 日に発売される
“口腔ケア用吸引管”は、お口の汚れを逃
さずサッと吸いとる吸引管です。適度に細
い吸引口（一箇所）で、口腔内全体にアプ
ローチしやすい形状を有し、汚れを効率よ
く回収することが可能です。

モリムラから発売された“RoTAC ロータ
リーファイル用ブリップ”は、ISO 規格の
ロータリーファイルを手用ファイルとし
て操作するためのグリップです。ロータリ
ーファイルを手の感覚でファイリングし
たい時に便利なグリップです。

【特徴】
●内径Φ2.9mm、外径Φ4.7mm の吸引
口で、汚れを吸いとりやすく、詰まりに
くい吸引口です。
●届きにくい箇所もピンポイントで狙え
る長さと角度で設計されています。
●噛んでも割れにくい材質です。
●持ちやすく滑りにくい把持部です。
●内径Φ6～8mm の吸引チューブに接続
が可能です。
●塗り広げやすく、たれにくい日本歯科薬
品発売の口腔ケア用ジェル“お口を洗う
ジェル”と一緒に使用することで、誤嚥
の心配がある患者さんに「水を使わない
口腔ケア」を行うことが可能です。

【特徴】
●ロータリーファイルのサイズに合わせ
てグリップカラーを選択し装着するこ
とで識別が容易にできます。
●ロータリーファイルを奥まで差し込み、
時計方向に回すとロックされ、ファイル
が脱落する危険性がありません。
●装着できるロータリーファイルは ISO
規格のマンドレル（直径Φ2.35mm）の
ものです。
●オートクレーブ滅菌対応（滅菌ポーチに
入れて 121℃で 30 分、乾燥 30 分以
上）
●ホワイト、イエロー、レッド、ブルー、
グリーン、ブラックの各 1 個入り。
●サイズは全長 12.5mm×Φ6mm。

標準価格＝1 箱（20 本入） 2,900 円

標準価格＝6 個入 2,800 円

簡単！“鼻うがい”毎日の新しい習慣に！
今回ご紹介させていただきます商品は、ニールメッド社の『サイナスリンス（鼻う
がい）
』です。
「鼻うがい」とは、異物を体内に取り込まないために鼻の奥に入り込ん
だ雑菌や花粉を洗い流します。ウイルスは上咽頭に！「のどうがい」では上咽頭のウ
イルスは洗えません。
「鼻うがい」で粘膜を保湿する事でウイルス防御に効果的です。
また、防腐剤不使用で安心、安全、生理食塩水だけを使った副作用の心配がない商品
です。
現在ご使用していただいている医院様からは、
「鼻うがいは、痛そうというイメージ
があり今までは避けてきたが、新型コロナウイルス対策にもと考え使用したら全く痛
くなく、逆に鼻はとおるようになるし爽快感しかなかった。もっと早くから鼻うがい
をすればよかった。
」とのお声をいただいております。
この商品は現在、大変お得な期間限定特別価格の対象商品になっております。窓口
販売用としての「トライアルキット」や「スペシャルキット」等、院内掲示ポスター
や窓口販売ディスプレイ、また患者様用体感キットをセットにしたキャンペーンを実
施中です。詳細につきましては弊社担当者までお問合せをお願いいたします。
鹿児島店 営業二課 川畑 政博

久留米店 営業二課 橋本 賢志
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★今井一彰先生『鼻うがいの可能性』WEB セミナー オンデマンド配信のご案内！
3 月 22 日(月)～3 月 31 日(水)迄の期間限定 YouTube 動画配信！
この度、ニールメッド社のご協力により 3 月 4 日（木）に開催させていただきました、
“あいう
べ体操ご考案者”の今井一彰先生によります「健康になりたければ今すぐ“鼻呼吸”を始めまし
ょう『鼻うがいの可能性』
」WEB セミナーを 10 日間の期間限定にてオンデマンド配信にて動画
配信をさせていただくことになりました。鼻うがいの有効性と歯科領域での活用につきまして、
とても貴重なご講演をいただいております。期間中は何度でもご視聴が可能ですので、この機会
に是非ともご視聴いただきますようお願い申し上げます。

鼻うがいス～ッきりキャンペーン実施中！
弊社では鼻うがいの推進活動として数量限定にて窓口販売
キットキャンペーンを実施中です。キット内容に応じた数
量にてご購入いただきました際は、
「院内掲示ポスター」
「窓
口販売ディスプレイ」
「患者様用体感キット」をプレゼント
いたします。新しい毎日に鼻うがい習慣をオススメいただ
けるキャンペーですので、是非この機会にご用命ください
ますようお願い申し上げます。詳細につきましては弊社営
業担当者までお申し付けください。

右記の QR コードまたは下記の URL から
ご視聴いただけます！

https://youtu.be/3J04oUCDZ7o

https://youtu.be/3J04oUCDZ7o
誌上デンタルショー

★今週の新刊

『 使ってみたい歯科のベストアイテム 2021 』
診療に役立つ新製品や各企業一押しの製品をピ
ックアップし、企業担当者には製品コンセプト
や特徴、アピールポイント、臨床家には使用方
法や臨床例について解説。ページをめくるごと
に魅力的な製品情報が飛び込んでくる本書は、
まさに“読むデンタルショー！”
。使ってみたい
ベストアイテムがみつかる一冊。
●監修＝豊山 洋輔
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,000 円＋税

月刊デンタルダイヤモンドの人気連載「わたし
が守る・みんなで見守るこどものお口」に新た
な項目を加え待望の書籍化。本書には、細菌学、
成長発育などのエビデンス、エナメル質形成不
全症などのトピックスといった小児を診る際に
知っておきたい知識がまとめられ、加えてう蝕
予防、歯冠修復、外傷への対応などの臨床医が
押さえておきたい手技も解説した一冊。
●監修＝高野 博子
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝6,700 円＋税

『 ニューノーマル時代の診療スタイル
歯科オンライン診療の現在 』
～オンライン診療の仕組みと歯科医療現場での実践例～

日本における歯科オンライン診療の普及と推進
に努めてきた監修陣と、すでに実践している著
者たちが、実践時の注意点と日常診療にプラス
したアイデアを解説。身近な機器やアプリで今
日から実践できるオンライン診療の実践例を紹
介し、近未来に活用できる新テクノロジーも掲
載した一冊。
●監修＝長縄 拓哉／落合 孝文／加藤 浩晃
●出版＝インターアクション
●価格＝4,300 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

『 わたしが守る・みんなで見守る
子どものみかた BOOK 』

『 口腔内スキャナーの臨床 』
～真実を知り、導入・活用へ踏み出す～

口腔内スキャナーの基本的な知識、使い方を詳
説し、義歯製作・インプラント治療・矯正治療・
訪問診療などへの応用例のほか、国内で市販さ
れている 9 機種の導入コストやスペック、実際
の使用感等もまとめており、口腔内スキャナー
導入の道標となる一冊。
●編著＝近藤 尚知
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝6,000 円＋税
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