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カラフィー／YDM

Mr.サースティ ワンステップ
／モリタ

＜キュレット・スケーラー＞

＜単回使用歯科用吸引カニューレ・開口器＞

＜ナノフルオロアパタイト
ガラスセラミックス＞

-

-

ＩPS e.Max セラム
／イボクラールビバデント

ソフトなシリコン素材でおもいのままにフ
ィットするキュレット&スケーラー“カラ
フィーが YDM から発売されました。適度
な弾力が手指や手首にかかる圧を吸収し負
担をやわらげます。また、ゆるやかに膨ら
んだ太いグリップで、どこを握っても手に
なじみ、リラックスして把持できます。
【特徴】
●グリップ径は筆記用具で疲れにくいと好
まれているΦ10mm～Φ12mm を採
用。ゆるやかに膨らんだ形状は施術部位
や固定指の場所によってグリップ位置が
変わっても同じフィット感が得られま
す。また、手指に余計な力をかけずにリ
ラックスして把持することで、適切な操
作ができます。
●ハンドルからシャンクへ段差なくつなが
るデザインにより、中指が自然とシャン
クに沿い、作業部の状態が感知しやすく
なります。
●規格によって色分けされているため、識
別がしやすく、持ち替えがスムーズです。
●G キュレット 8 種、スケーラーペア 2
種、スケーラー両頭 1 種、ダイヤモンド
スケーラー（根分岐部）1 種をラインナ
ップ。
標準価格＝G キュレット・スケーラー
1 本 4,600 円
ダイヤモンドスケーラー
11,000 円

『 メタルクラウン
除去バーH34 』
＜ コメット ＞

標準価格＝5 本入 4,500 円

マウスピース付きの吸引管システム“Mr.
サースティワンステップ”がモリタから発
売されました。アシスタントなしでも開
口・防湿・粘膜圧排が行え、術者にも患者
にも負担の少ない快適な治療が可能です。
【特徴】
●患者さんにバイトブロック部を臼歯で噛
んでもらうことで、無理なく開口を維持
でき、治療中の負担を軽減することがで
きます。
●アングルチューブ部をバキュームシリン
ジに接続するだけですぐに使用できま
す。また、治療時の水分や唾液をしっか
り吸引し、口腔内の乾燥状態を保つこと
ができるので、サポートがなくても一人
でスムーズな診療が行えます。
●タンシールド部が舌と咽頭部を覆うこと
で、舌の保護と圧排・誤飲や誤嚥を防ぎ
ます。さらにチークシールド部が頬粘膜
を圧排することで治療中に広い術野を確
保します。
●別売のコンフォートチューブ（9,900
円）を接続することで手元でバキューム
の吸引流量調節が可能です。
●大・小の 2 種類をラインナップ。
標準価格＝トライアルキット
（大小各 5 個入） 5,000 円
単品 25 入
10,000 円
単品 100 入
32,500 円

イボクラールビバデントから発売され
た”IPS e.Max セラム“は、IPS e.Max シ
ステムを構成する全ての材料への築盛や
キャラクタライゼーションを可能にした
高透明フレーム用陶材ナノフルオロアパ
タイトガラスセラミックスです。透明度が
高い修復物で明度の低下を補うパワーデ
ンチンおよびパワーインサイザル陶材が
新登場しました。また、インプラント上部
構造で自然な前歯歯肉部を再現できる、新
たなジンジバ色も加わりました。
【特徴】
●ナノフルオロアパタイトガラスセラミ
ックスは、天然歯に類似した結晶構造を
持っており、100～300nm サイズのナ
ノフルオロアパタイト結晶と 1～2μm
サイズのマイクロフルオロアパタイト結
晶で光学特性がコントロールされていま
す。その他、IPS e.Max セラムの各陶材
は、異なるサイズのアパタイト結晶を含
有しており、その組み合わせによって透
過性や明度、オパール効果が期待できま
す。
●熱膨張係数を 9.5 に設定したことで、フ
レームの材料（ガラスセラミックスまた
は酸化ジルコニウム）を選ぶことなく築
盛できます。
標準価格＝各種 20g 入

7,500 円

メタルクラウンの除去バーがまた折れた…とお困りの先生方へ吉報！
今回、私がご紹介させて頂きます商品は、モモセ歯科商会が取り扱っております『コメットメタルクラウ
ン除去バーH34 シリーズ』です。製品の特長としまして、①高い切削能＝ブレード間隔を広げてクロスカ
ットを加える事で切削力のアップ、②高い耐久性＝H.I.P（熱間等方圧）による高品質なカーバイト鋼を使
用しているため、耐久性に優れている③低振動＝目詰まりを軽減するためブレード間隔を広くし、チップス
ペースの確保等、以上が特徴となります。また使用ポイントとして、①メタルクラウンの除去の際は、バー
を歯頚部から切端に向けて使用して下さい。その際、バーの角度を 45 度の角度でメタルに接触させ、表面
を一層ずつ剥ぐように分けて行ってください。②5 倍速コントラで、16 万回転でご使用をお願い致します。
実際のご使用いただいている先生からは、
「今までの除去バーは簡単に折れていたけど、今回のコメット
商品は折れにくいね。切れ味も良くて作業時間が短くなったよ。1 つ注意する点は、カタログに書いてある
ように、バーのあてる角度だね。そこを守っていれば振動も少なく、スムーズに使えるよ。
」と、満足の声
を頂いております。今まで、何種類もの除去バーを試されて満足されていない先生方へ、是非一度お試し下
さい。詳細は弊社営業担当者までお問合せ下さい。
宮崎店 営業課 田口 康弘
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★今週の新刊

『 アナトミー 』

『 オーラルメディシンに基づいた次世代の歯科診療 』

～インプラントのための外科術式と画像診断～

～かかりつけ歯科医にすぐ役立つ初診時のリスク評価～

本書は、インプラントに関連する外科手術を前提
とした解剖書で、顎顔面領域を網羅。特に上顎臼
歯部は上顎洞と大口蓋動脈・神経、上顎前歯部は
上顎切歯孔と切歯管、下顎臼歯部は下顎管と下歯
槽神経、そして下顎前歯部はオトガイ孔/神経と
舌下動脈など術者がもっとも知りたい部分を断
層画像付きで詳述した書。

本書は、オーラルメディシン（口腔内科学）の視
点に基づき、患者が訴える歯科疾患の診断のみな
らず、その背後にある患者の全身的リスクを検
温、脈拍測定など、すぐにでもできる方法をとお
して事前に評価し、トラブルを未然に防ぐための
内科学的知識を解説した書。
●監著＝片倉 朗
●著 ＝野村 武史／佐藤 一道／澁井 武夫
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,500 円＋税

●著 ＝Louie Al-Faraje
●監訳＝坪井 陽一
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝25,000 円＋税
別冊 QDT Art & Practice

『 歯の移植・再植 』

『 Digital Dentistry YEAR BOOK 2016 』

～これから始めるために～

創刊 6 年目となる 2016 年の本号では、過去最
多の 25 社・30 システムを掲載。もはやモノリ
シック修復が常識となってきた昨今の Digital
Dentistry 事情を、ハードウェア・ソフトウェア
の双方から多角的に掲載。また、臨床報告も多数
掲載し、読者諸氏の日常臨床のヒントとしても役
立つ一冊。

1995 年にわが国初の自家歯牙移植の成書を執
筆した著者がその後、20 年間の蓄積と経過を踏
まえたうえで 2 年かけてあらたに書き下ろした
実践書。20 年を超す多くの長期症例や多様な症
例を厳選し 72 症例を掲載。術式、術後管理をわ
かりやすく、視覚的、詳細かつ具体的に提示し、
移植・再植の真の姿に迫った書。

●監修＝日本デジタル歯科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

●編著＝下地 勲
●出版＝医歯薬出版
●価格＝18,000 円＋税

『 線を引かない歯科臨床 』

『 口腔インプラント治療指針 2016 』

本書収載の 112 症例（写真約 2,000 枚）は、
いくつかの中断例を含め著者が集学的なアプロ
ーチを図ったものである。これらの患者を通して
歯科臨床がなんと豊かさに満ちた医療領域であ
るかを著者は開示する。著者 40 年の臨床知の軌
跡をたどることで診断と治療上の飛躍的なスキ
ルアップに役立つ一冊。

公益社団法人日本口腔インプラント学会編の最
新の口腔インプラント治療ガイドライン。今回の
改訂では画像診断について広く記述し、解剖の項
目を追加。また、全身疾患患者の診断基準を一部
変更し、インプラント補綴法についての項目を増
やし、内容を詳説。臨床の現場で実際に活用でき
る口腔インプラント治療に対しての最新書。

●著 ＝押見 一
●出版＝医歯薬出版
●価格＝20,000 円＋税

●編＝公益社団法人日本口腔インプラント学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,500 円＋税

『 寒天アルジネート連合印象を再考する 』
日本で寒天アルジネート印象が誕生して 40 余
年。本書は、一般臨床でもっともポピュラーとな
った本印象法の開発経緯やその利点、欠点や精度
をよくするための注意点などをまとめ、また寒天
アルジネート連合印象に関わる 6 社のメーカー
の器材紹介や、理工学的な基礎知識から臨床の基
本テクニック、更には臨床のアドバンスドコース
まで多岐にわたり網羅した一冊。
●著 ＝吉田 惠一／加藤 均／石上 友彦
●出版＝口腔保健協会
●価格＝3,400 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

『 補綴後のメインテナンス 』
～患者さんと歯科医師のために～

患者さんに装着した補綴装置を、長期間良好に機
能させるためのメインテナンスの要点や、トラブ
ルが生じたときの対応について、オールカラーペ
ージで紹介した書。
●編著＝石上 友彦／加藤 均／吉田 惠一
●著 ＝鈴木 哲也／高橋 英登
萩原 芳幸
●出版＝口腔保健協会
●価格＝4,000 円＋税
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