Vol. 899 発行日 2022 年 2 月 21 日

Injex50／アイジェックス
・ファーマインターナショナル

天空／ビーエスエーサクライ
＜魔法のインソールサンダル＞

＜次世代型針なし注射システム＞

＜口腔ケア用スポンジブラシ＞

アイジェックス・ファーマインターナショ
ナルから発売された“Injex50 インジェク
ターPLUS”は、針のない独自のジェット
注射システムにより、針による痛みを取り
除き、痛みの少ない快適な治療を提供する
次世代型の針なし注射システムです。

ビーエスエーサクライから発売された魔
法のインソールサンダル“天空”は、歩行
性のなかに足裏健康法を取り入れた新し
いスタイルのサンダルです。履くだけでま
るで足つぼマッサージを受けているよう
な心地よさが得られます。

【特徴】
●直径 0.18mm のノズルからスプリング
の力により高圧・高速のジェット流で皮
膚内に薬液を直接拡散注入する仕組みに
より、従来の予備麻酔時の針の痛みを感
じずに治療が可能です。
●表面麻酔を広範囲かつ素早く効かせる
ことができる（約 20 秒で麻酔効果）た
め、治療時間を短縮することができます。
● 液 量 調 整 可 能 量 （ 0.1ml か ら 最 大
0.5ml）の任意の液量での麻酔薬の注入
が可能です。
●使い捨てのアンプルを使用するので、感
染防止はもちろん、針刺し事故の危険を
根本的に解決します。
●高強度のアンプルの研究開発により割
れることがありません。
●適用症例として、軽度な歯科処置およ
び、本麻酔前の予備麻酔、乳歯の抜歯等。

【特徴】
●人間の反射区と呼ばれる足裏をインソ
ール部分の凹凸により、自然な歩行の中
で適度な刺激を与え、全身のバランス調
整を促します。
●足なり形状とカップインソール&スリム
なスルエットにより、おさまりのいいフ
ィット感を与えます。
●インソール部分に穴が空いているので
蒸れを抑え、熱を外へ逃がします。
●はずして洗える抗菌剤配合のインソー
ルを採用。
●色は、ホワイト×ライトグレー、ホワイ
ト×ミルキーピンク、ブラック×グレ
ー、ブラック×チェリー、ネイビー×オ
レンジの 5 色をラインナップ。
●サイズ（男女兼用）は、M（23.5～
24.5cm）・L（25.0～26.0cm）・LL
（26.5～27.5cm）の 3 サイズ。

標準価格＝本体一式 オープン価格

標準価格＝1 足 2,990 円

『 DB カリエスハンター 』
＜ 日本歯科商社 ＞

リフレケア滅菌スポンジブラシ
／雪印ビーンスターク

雪印ビーンスタークから発売された“リフ
レケア滅菌スポンジブラシ”は、日本初の
滅菌加工を行った口腔ケア用のスポンジ
ブラシです。1 本ずつの個包装にし、EOG
滅菌加工を行っているので衛生的です。
【特徴】
●スポンジ部分は、口腔ケア用ジェルや歯
みがき剤などをつけやすい凸凹形状で
す。
●回転させて使いやすく、凸凹の側面が
歯、歯ぐき、上あご、頬の粘膜、舌の汚
れを効果的に取り除きます。
●スポンジの小さな穴が、汚れを付着させ
キャッチします。
●プラスチック製の軸を採用しているた
め、水に強いです。
●有効成分ヒノキチオールを含んだ医薬
部外品の口腔ケア用ジェル「リフレケ
ア」
（同社製）との併用により、口臭を
防ぎ、歯周病（歯周炎・歯肉炎）を予防
する効果が得られます。

標準価格＝ 10 本袋入
540 円
60 本箱入 2,600 円

狙ったカリエスは逃さない！
今回ご紹介させて頂きます商品は、(株)日本歯科商社取り扱いの『DB カリエスハンター』
（DentalBank 社製）です。本体より発せられる約 400nm の波長の光により健全な歯質
は緑色に、う蝕部位や歯石・歯垢といった細菌が密になっている部位は赤色に光ります。製
品の特徴と致しましては、①説明しづらい虫歯や磨き残しを赤く光ってお知らせするのでス
ムーズなご案内が可能になります。②歯垢染色剤や、う蝕検知液のかわりに手軽にお使いい
ただけます。③光って見えるので患者様にご納得いただける説明ができます。
実際にご使用頂いております先生からは、「隣接面のカリエスチェックやレントゲンと併
用することで確定診断ができる。
」
「経験の浅いスタッフでも目に見えて分かる。
」
「患者さん
と一緒に見ることによって指導もしやすく重宝している。
」とのお声を頂いております。デ
モ器も用意しておりますので、これを機に一度お試し頂いてみてはいかがでしょうか?詳細
につきましては弊社営業担当者までお問い合わせください。
鹿児島店 営業三課 山本 直弘

標準価格＝本体一式 40,000 円
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★UK オリジナル製品“デンチャークリーナー・プロ”のご案内！

定期的な義歯のリフレッシュ洗浄に！
弊社オリジナル製品として好評発売中の義歯用除菌洗浄剤“デンチャークリーナー・
プロ”を 4 月 20 日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたします。数量に限りがご
ざいますが、サンプル品もご用意いたしております。是非ともこの機会にご用命の程
宜しくお願いいたします。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。
【UK デンチャークリーナー・プロの特徴】
●次亜塩素酸ナトリウムの配合によりしっかり除菌・洗浄・消臭します。
●デンチャープラーク、ステイン（茶渋等の汚れ）を素早く分解・除去します。
●義歯性口内炎や口臭の原因菌を強力に分解します。
●金属材料にも使える安心設計です。
標準価格＝2ℓ容器入 7,200 円

★今週の新刊

『 診療室でもぐもぐの発達を支える本 』
～子どもの成長にあわせた口と食、くせの観察・指導法～

本書は、歯の萌出、食や呼吸にかかわる組織の
解剖、咬合育成、食べる能力の成長、各成長段
階において望ましい食事形態、口腔機能発達不
全。遅延の種類に応じ、歯科でできる対処法や
訓練が理解できる一冊。
●監修・著＝大久保 真衣
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,200 円＋税

『 トークでひも解く！
1 本 1 本の歯のしくみとセルフケアのお作法 』
永久歯 16 本、乳歯 10 本、計 26 種類の歯の
構造や役割を、
「審美性を左右する上顎中切歯・
側切歯はセレブ姉妹」など、歯の個性に合った
キャラクターづけをして紹介。また、各歯の説
明後には、著者らによる「セルフケケアのお作
法」にてケアのポイントを網羅した一冊。
●著 ＝阿部 伸一／柏井 伸子
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,000 円＋税

別冊 QDI

『 天然歯を活かしたインプラント治療 』
～矯正・ペリオ・自家歯牙移植との共存～

2021 年6 月に開催されたOJ 年次ミーティン
グの抄録集。月星光博氏による特別講演に加え、
それぞれ抜歯窩の治療、矯正治療、歯周治療を
テーマとしる 3 つのシンポジウムも掲載。また
新進気鋭の歯科医師による会員発表 6 編、正会
員コンテストの講演 5 編も収録した一冊。
●監修＝瀧野 裕行
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,800 円＋税

『 GP 臨床トレーニング BOOK&MOVIE 』
①歯周治療・歯内療法編
テキストと動画で学ぶ歯科治療の羅針盤！GP
トレーニング BOOK&MOVIE シリーズの第 1
弾「①歯周治療・歯内療法編」
。歯周治療では口
腔内写真撮影の基本から FGG や CTG のよう
な歯周外科まで取り上げ、歯内療法では一般的
な根管治療のコツか歯根端切除術まで、保険診
療で必要なスキルを中心にまとめた一冊。
●監修・執筆＝荒井 昌海
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝8,000 円＋税

『 GP 臨床トレーニング BOOK&MOVIE 』
②歯冠修復編

『 GP 臨床トレーニング BOOK&MOVIE 』
③口腔外科・義歯・インプラント編

テキストと動画で学ぶ歯科治療の羅針盤！GP
トレーニング BOOK&MOVIE シリーズの第 2
弾「②歯冠修復編」
。臨床で最も多いレジン充填
と形成の基本となる手技に関してまとめた一
冊。

テキストと動画で学ぶ歯科治療の羅針盤！GP
トレーニング BOOK&MOVIE シリーズの第 3
弾「③口腔外科・義歯・インプラント編」
。口腔
外科では基本の縫合を取り上げ、義歯において
はクラスプ交換や T-cond のコツを、インプラ
ントではソケットリフトやサイナスリフトの要
点をまとめた一冊。

●監修・執筆＝荒井 昌海
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝8,000 円＋税
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●監修・執筆＝荒井 昌海
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝6,500 円＋税
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