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グラスアイオノマー FX-LC
／松風

エキスパートセット #4562
／モモセ歯科商会

ユニバット双眼ルーペ用シールド
710 オーバールーペ／サンデンタル

＜充填用レジン強化型グラスアイオノマーセメント＞

＜セラミック・CAD/CAM インレー形成バー＞

＜セーフティバイザー＞

松風から発売された“グラスアイオノマー
FX-LC”は、水溶性アクリルアミド系モノ
マー「NGA モノマー」の採用とグラスア
イオノマーFX ウルトラの技術特性が組み
合わさったレジン強化型グラスアイオノ
マーセメントです。自己接着力も有し、
「光
照射・10 秒」とすばやく硬化するため、
硬化直後に形態修整・研磨が可能です。ま
た、同時発売の「FX-LC コンディショナ
ー」を使用することで接着力は約 3 倍アッ
プします。
【特徴】
●3 つの硬貨反応「トライキュア」で診療
をサポート。①光照射・10 秒で素早く
硬化。硬化直後に形態修整・研磨が可能
です。②光照射が届きにくい窩洞にもし
っかり硬化する化学重合。③唾液等コン
トロールの難しい症例にも使えるグラ
スアイオノマー反応。
●乳歯から高齢者の根面う蝕まで対応で
きる 5 色の色調（乳歯色・A2・A3・
A3.5・CV）をラインナップ。
●高い X 線造影性を付与しています。
標準価格＝ミニセット
7,200 円
単品・粉 10g 入
5,000 円
単品・液 6.7ml 入
7,500 円
コンディショナー6.0ml 入 4,800 円

『 サージカルテレスコープ
Looks 』
＜ メディカルプログレス ＞

倍率：2.5×～7.5×
標準価格＝本体一式 183,000 円～

モモセ歯科商会から発売された“エキスパ
ートセット#4562”は、セラミック・
CAD/CAM インレーの形成を１つのキッ
トにしたダイヤモンドバーです。中でも
「6847KRD」
「959KRD」
「845KRD」
の 3 本は、深さが一目でわかるデプスマー
ク付き。マーク印字をレーザー加工してい
るため、ダイヤ粒子が摩耗するまではマー
クが消えることはありません。一定の深さ
で、CAD/CAM、セラミックインレーに
必要な削除量の窩洞形成が行えます。
【特徴】
●使いやすいコンパクトなバーキットで、
精密なキャビティ形成が可能です。
●CAD/CAM だけでなく、オールセラミ
ックス、CR 充填、メタルインレーにも
対応します。

標準価格＝
エキスパートセット（10 本入）7,200 円
単品 6847KRD（5 本入）
5,500 円
単品 959KRD（5 本入）
3,500 円
単品 845KRD（5 本入）
3,500 円

サンデンタルから発売された“ユニバット
双眼ルーペ用シールド 710 オーバールー
ペ”は、ユニバット双眼ルーペやユニバッ
トイルミネーションシステムと併用可能
なセーフティバイザーです。双眼ルーペを
装着した状態で顔面を覆うデザインで、上
部・側面からの飛沫の飛散を防ぎます。ま
た、ルーペの対物レンズにシールドが接触
しないので、擦れることによる対物レンズ
のコーティング剥がれのリスクを軽減し
ます。
【特徴】
●顔全体を保護できるシールドタイプで、
粉塵や飛沫が眼または顔に侵入するの
を防ぎます。
●耐薬品に優れたアセテート製バイザー
です。
●シールド部は歪み抑制効果があります。
●繰り返し洗浄しても変わらない曇り止
め効果があるので経済的です。
●調整が可能なゴムバンドを採用し、バイ
ザーの角度調整が可能です。
●他社ルーペとも一部併用が可能です。
標準価格＝オーバールーペ一式 9,800 円
替えシールド（1 枚）7,000 円

ストレス無しの拡大視野で快適歯科診療！
今回ご紹介させていただきます商品は㈱メディカルプログレスより発売されております『サージ
カルテレスコープ Looks 』です。テレスコープを長時間使うと目や首が疲れて頭まで痛くなる…
などというご経験はございませんでしょうか。Looks は、①広い視野、②深い被写界深度、③拡大
鏡の小型化による通常視野の確保、④高解像度でありながら最軽量、という特徴を持ち、快適な拡
大視野にて歯科診療に従事される皆様の‘診る’を最大限にバックアップします。PD（瞳孔間距
離）と WD（作業距離）をオーダーメイドで作成しますので最適な距離にて焦点がピタリと合いま
す。また、老眼を含む矯正視力にも対応します。
ユーザー様からは、
「これは一日中掛けていられる。
」
「テレスコープのストレスが全くない。
」
「診
療したい部分すべてにピントが合う。」とのお声をいただいております。また、他社テレスコープ
をご使用の先生にデモをさせていただいた際の第一声として「これヤバッ！（笑）」とのお声をい
ただきました。ワイヤレス LED ヘッドライト「L2SW」と組み合わせることでさらに快適にご使
用いただけます。カタログでは伝わらない良さをデモにて是非ご体感ください。デモのご依頼は弊
社営業担当者までお願いいたします。
熊本店 営業五課 江尻 文旭
熊本店 営業四課 中村 遥夏
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★今週の新刊

月刊「歯界展望」別冊

『 超高齢社会の補綴治療戦略 』
～終末期の口腔を知らない歯科医師に向けたメッセージ～

『 ホワイトニング NEW GENERATION 』

超高齢社会における患者に対して補綴治療はな
にができるのか？3 人の専門家によるディスカ
ッションと論考による道筋を提示。6 つのディ
スカッションでは、補綴治療的な観点から高齢
期、終末期に入った患者の口腔内へのアプロー
チについて、実際に診てきた患者の口腔内をも
とに検討した一冊。

ホワイトニングについての学術論文を精査し、
最新の知見を掲載。ホームホワイトニングおよ
びオフィスホワイトニングの臨床手順を図解
でわかりやすく解説し、加えて知覚過敏を起こ
しにくいプロトコルを示すとともに、メカニズ
ムから抑制に用いる製品までを網羅。ホワイト
ニング新時代の臨床を進める必携の一冊。

●著 ＝黒嶋 伸一郎／武田 孝之／菊谷 武
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,300 円＋税

●編著＝宮崎 真至
●著＝大槻 昌幸／北原 信也／新妻由衣子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,000 円＋税

デンタルハイジーン別冊傑作選

『 歯科衛生士のためのペリオドントロジー 』

『 国際学会 English ポケット版 』

歯周治療の裏づけとなる「歯周病学（ペリオド
ントロジー）
」を、いまさら聞けない基礎知識か
ら臨床にまつわるエビデンス・テクニックまで、
豊富な症例とともに解説。歯科衛生士が歯周治
療を成功に導くために知っておきたい 40 のポ
イントをビジュアルに解説したスキルアップに
役立つ必携の一冊。

大好評の「国際学会 English」シリーズから、
特に便利な例文を精選して一冊にまとめた書。
スマホ程度のサイズなので、ポケットに入れて
おいていざというときに頼りになります。発表
で使う表現はもちろん、質疑応答（質問する側
／質問される側）
、座長進行、授賞式など、国際
学会の朝から晩まであらゆる場面を網羅。

●編著＝伊藤 中／岡 賢二
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,300 円＋税

●著 ＝C.S.Langham
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,200 円＋税

『 プチ矯正のススメ！ 』

『 2022 年保険改定対応
かかりつけ歯科医のための口腔機能低下症入門 』

かかりつけ歯科医として、より効果的な治療の
提供と患者満足度を上げるために、部分矯正治
療は治療のオプションとしてぜひ加えたい手技
の一つです。本書は、部分矯正治療である“プ
チ矯正”の入門&実践書。安全で確実な矯正治
療の技術をマスターして医院経営に活かし、ま
た矯正＋予防の導入でスタッフマネジメントに
も活用できる一冊

保険収載されて 4 年が経過した「口腔機能低下
症」
。2022 年の保険改定では算定対象が 65
歳以上から 50 歳以上に拡大し、今後も適用す
る機会が増えると思われます。本書は、超高齢
社会における口腔機能低下症やオーラルフレイ
ルの考え方から、診断の基本となる 7 つの検査
項目、そして診断後の対応までを徹底的に解説
した口腔機能低下症の新バイブル！

●著 ＝相原 克偉
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝14,000 円＋税

●監修＝一般社団法人 日本老年歯科医学会
●編著＝水口 俊介／佐藤 裕二／櫻井 薫
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝6,300 円＋税

デンタルダイヤモンド増刊号

『 口腔外科のスタートライン
開業医が押さえておきたい基本手技 』

『 MTA アップデート 2021-2022 』
～生体材料としての現状と展望～

口腔外科初学者が「スタートライン」に立つた
めに身につけておくべき口腔外科の心得や知
識、技術をわかりやすく丁寧に解説。処置時の
悩みを集めた Q&A やこれだけは押さえておき
たい口腔外科疾患も載録。口腔外科初学者の“道
しるべ”となる一冊。

2016 年の「MTA その基礎と臨床」発行以降、
新たに得られた知見や新製品情報を交えて
MTA 系セメントの現状と展望をアップデート
した書。生体材料としての MTA 系セメントの
特徴を整理し、製品選択やさまざまな活用法に
ついて臨床に役立つよう解説した一冊。

●編集＝管野 貴浩／森 一将／新名主耕平
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,400 円＋税

●編著＝興地 隆史
●出版＝ヒョーロン
・パブリッシャーズ
●価格＝6,500 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
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