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エクセラ NF & MF／ヨシダ
＜デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影

トレシー for CE／モリタ
＜医療機器向け清拭クロス＞

X 線診断装置・アーム型 CT 診断装置＞

＜滅菌用インスツルメントカセット＞

-

-

ヨシダから発売された“エクセラ NF &
MF”は、管球焦点 0.2mm なので鮮明か
つ高精細な画像の取得が可能なパノラマ・
3D 装置です。2D／3D 画像共に細部まで
鮮明に確認できるため、精密で正確な診
断・治療をサポートします。
【特徴】
●Direct C-MOS センサーと独自の画像
構築技術により、ボケの少ないシャープ
なパノラマ画像を実現。また、エクセラ
スマートシリーズ同様、可変断層テクノ
ロジー・デンタル切り出し機能を搭載。
切り出した画像は 1 枚からお使いのソフ
トウェアへ転送が可能です。
●アームの角度を患者さんの導入・位置づ
けに最も適した 55 度に設定。車イスの
導入も可能です。
●パノラマ撮影／3D 撮影それぞれバイト
ブロックの変更のみで容易に撮影が可能
です。
標準価格＝エクセラ NF オープン価格
エクセラ MF 9,950,000 円

『 アダプトセクショナル
マトリックス 』
＜ カボデンタルシステムズジャパン ＞

標準価格＝50 枚入

4,000 円

洗浄滅菌カセット タイプ B
／YDM

モリタから発売された“トレシーfor CE”
は、病院で使用される医療機器や器材のメ
ンテナンスにも使用されている、医療機器
の清拭に特化したマイクロファイバーク
ロスです。診療によって付着した汚れに対
し、高い除去性能で清潔な診療現場の維持
をサポートします。
【特徴】
●約2μm の超極細繊維がふき取り面に密
着します。
●汚れをとらえ、トレシー独自の繊維の隙
間「ミクロポケット」に次々と取り込み
ます。
●微細な汚れを取り込んで離しません。
●用途に応じて水や消毒薬の含浸も可能
です。
●トレシーでふき取りを行った結果、医療
現場の合格基準値まで汚れを落とすこと
が確認されており、優れたワイピング性
能で診療環境を守ります。
●歯科用チェアの皮脂汚れ、薬剤や洗浄液
を使用できない機器、患者さんの肌に触
れやすく、消毒を頻回にできない器材等
に有効です。
●一枚のサイズは 240×240mm。
●色調はライトグリーン色。
標準価格＝1 箱 10 枚入 3,600 円

水流を妨げず、水切れのよいデザインでウ
ォッシャーディスインフェクターにも対
応する滅菌カセット“洗浄滅菌カセット
タイプ B”が YDM から発売されました。
診療⇒洗浄⇒滅菌⇒保管の入れ換え不要
で行えるため、インスツルメント管理の効
率がアップします。
【特徴】
●広く開いた孔により、ウォッシャーディ
スインフェクターの水流が通りやすく、
滅菌時の蒸気浸透性もよいため、効果的
に洗浄滅菌が行えます。
●カセット側面に広い孔があるため、器具
の先端部までしっかり水流があたり洗浄
できます。
●収納本数は 5 本で、コンパクトサイズな
ので庫内でかさばりません。
●収納するインスツルメントの用途など
にあわせてカラーリングの色を変えるこ
とで識別が明確で管理がしやすくなりま
す。
●片頭インスツルメントなどの短いイン
スツルメントの収納の際は、クリップを
装着して収納部の長さを短く調整できま
す。
標準価格＝滅菌カセット本体 2,200 円
カラーリング L（10 入）480 円
片頭用クリップ（3 入） 440 円

自然に見える隣接面形態の築盛が容易に！
今回ご紹介させていただく商品は、カボデンタルシステムズジャパン㈱から発売されている
『アダプトセクショナルマトリックス』です。
標準的な隣接面形態を形作る為のモデレ－トカ－ブ、下部鼓形空隙を閉じたい場合や歯間の
距離が大きい場合に使用するインクリ－ズドカ－ブの 2 種類の曲線があり、厚さは 50μm で、
この適度な湾曲によって「自然に見える隣接面形態」を比較的容易に築盛できます。
実際にご使用いただいている医院様からも、
「短時間での築盛で、自然な出来上がりが容易に
できるので助かっています。
」とのお言葉をいただいています。
ぜひこの機会にお試しいただく事をお勧めいたします。詳しくは弊社営業担当者までお気軽
にお尋ねください。
大分店 営業課 林 秀人
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★今週の新刊

『 i-TFC 根築 1 回法による
歯根破折歯の診断と治療 』

『 口腔顔面痛の診断と治療ガイドブック 第 2 版 』

治療術式の難易度から歯根破折症例を 5 つに分
類し（typeM-I～M-V）
、それぞれ長期経過を豊
富に掲載！根管充填と支台築造を同時に行う
「i-TFC 根築 1 回法」についても、その手技を
余すことなく紹介。歯根破折歯の実態と診断、治
療術式とその経過をまとめた歯根破折歯治療の
集大成の書。

日本口腔顔面痛学会編集による『口腔顔面痛の診
断と治療ガイドブック』の改訂版！今版では「痛
みの発生メカニズム」
、
「痛みの病態生理学」
、
「口
腔顔面痛の評価と診断」
、
「口腔顔面痛の治療法」
、
「口腔顔面痛の管理」
、
「口腔顔面痛の関連疾患」
の 6 部構成とし、
口腔顔面領域の難診断疼痛をよ
り理解できるように解説した一冊。

●編著＝眞坂 信夫
●著 ＝福島 俊士／下野 正基／眞坂こづえ
●出版＝医歯薬出版
●価格＝12,000 円＋税

●編 ＝日本口腔顔面痛学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,600 円＋税

『 ゼロから見直す根尖病変 』
～診断・治療コンセプト編～

本書は、根管治療に必要な診査・診断と根管拡大
の基本的な概念を解説し、より予知性の高い感染
根管治療を行う際のポイントを整理して呈示。根
尖病変が治らず、壁にぶつかったときの道しるべ
となる一冊。
●著 ＝倉富 覚
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,５00 円＋税

『 診療室・病院・訪問介護の現場すべてに対応
絶対知りたい義歯のこと 』
増刷を重ねたデンタルハイジーン別冊『もっと知
りたい義歯のこと』をベースに、最新の知見を取
り入れ、全面的に書き下ろした義歯のバイブル！
最低限知っておきたい義歯の基本、メインテナン
スの実際、困りごとへの対応についてなど、カラ
ー写真を提示しながらビジュアルに解説。
●編著＝藤本 篤士／糸田 昌隆
松尾 浩一郎／武井 典子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,000 円

『 かとうひさこの
パーフェクトスケーリングテクニック 』

日本歯科評論増刊 2016

『 接着の論点 』
～臨床の疑問に答える～

基本的なスケーラーの操作、疲れにくいポジショ
ニングから難しい部位へのスケーリングまで、確
実なテクニックを身につけることができるよう
にビジュアルに解説。臨床で直面する“悩み”
“つ
まずき”を著者が原因から説明し解決する、イン
スツルメンテーションの入門書。

臨床で問題となる接着の論点をピックアップし
てクリニカルクエスチョン（CQ）とし、これに
エキスパートの著者らが詳しく答えた書。どこに
何を用いていかに接着させれば長期に安定する
のか、接着材料の適切な使用に向けて、最新情報
により接着の論点を整理した一冊。

●著 ＝加藤 久子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,000 円＋税

●編著＝松村 英雄／二階堂 徹
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝5,800 円

デンタルダイヤモンド増刊号

『 Contemporary Endodontics 』

『 よくわかる歯科小手術の基本 』

～外科的根管治療の必要性～

～抜歯から歯周外科まで～

歯科小手術を行うにあたり、身につけておくべき
手技のステップやポイントを、口腔外科分野、歯
周治療分野の第一線で活躍する臨床家が解説。診
療室で手に取って、
「ああ、こういうことだった
のか！」と、重要な点を再確認できるようなヒン
トが散りばめられた一冊。
●編集＝齋藤 淳／中川 種昭／清水 宏康
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,000 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

根管治療について、処置できる症例と、専門医が
行うべき症例の見極めについて、診断、治療方針
の決定、治療技術などを解説。また、マイクロス
コープ使用時のポジショニングや、使用器具につ
いても詳説された一冊。
●著 ＝井澤 常泰／吉岡 隆知
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝9,000 円＋税
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