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155 Leica M320を用いた効果の見える根管洗浄 古畑和人

171 感染歯質除去から始める「マイクロの達人」 櫻井　淳

手術顕微鏡 OPMI PROergo 株式会社ジーシー159

163 マイクロデンティストリーにおけるOPMI PROergoの有用性 松田敦至

167 プロスペクト・コンパクト２シリーズ ジンマー・バイオメット・デンタル合同会社

179 マイクロデンティストリーにおけるエルタニスM spec.の有用性 鈴木真名

175 エルタニスM spec. 株式会社東京歯材社

151 ライカM320-Dシリーズ ライカ マイクロシステムズ株式会社／株式会社モリタ

1：マイクロスコープを使いこなす！　気鋭プレゼンテーション

112 垂直性歯根破折を有する歯に対し外科的根管治療を用いて保存を試みた症例
高林正行

PART 1 New Topics

マイクロスコープとCBCTを用いたRadix Entomolarisを有する
下顎第一大臼歯の根管治療 辻本恭久
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ポケットを切らずに押し拡げる歯周外科 長尾大輔12

私の歯周外科：NIPSA，EPPTを中心に 土田晃太郎19

104 デジタル時代にアナログ印象にこだわる理由 宇賀允悠

108 審美領域におけるリッジプリザベーションを用いたインプラント修復 川﨑雄一

2：マイクロネイティブ世代は，マイクロスコープをこう使う！

141 歯根破折が疑われた患歯の保存可否をマイクロスコープを用いて診査・診断した３症例
藤野拓郎

118 下顎臼歯部における効率的なマイクロスコープの臨床応用 浅澤裕一朗

125 マイクロスコープを使用した幼若永久歯の歯科治療 岩泉理沙

133 マイクロスコープ導入による飛躍的な臨床スキルアップ 長谷川達也

１：私の歯周外科

歯内療法専門医が考える抜歯基準 澤田則宏64

１：The Modern Microscopic-Endo-Restorative Technique

歯科衛生士によるマイクロスコープ下における歯周治療の有用性 佐藤由美28

長期的なメインテナンスにおける動画の活用方法 加藤あゆ美50

なぜ下顎左側臼歯部は難易度が高いのか？ 篠永美佳34

使い方で幅が広がる「背面ミラーテクニック」 小田（岩山）亜里奈40

プラーク除去を目的とした超音波デブライドメント 岡　由美44

2：Microscopic Hygiene Work：下顎のSRPを克服する！

95 CBCTを用いた日本人の下顎第一大臼歯における遠心舌側根の出現率と有病率の評価
菅原佳広／小椋一朗／水橋　史／大橋　誠／南　祥之／三枝尚登

99 CBCTによる日本人の下顎犬歯における側枝に対する評価
水橋　亮／菅原佳広／小椋一朗／水橋　史／大橋　誠／三枝尚登
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PART 2 マイクロスコープUp-to-Date
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80 直視・直達を考える 表　茂稔

セパレーターと表面張力を応用し充填法を併用した２級CR修復 樋口　惣56

ティッシュレベルを考慮して全顎的に治療をした症例 坂本貞樹60
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●iPhone版 ●Android版

QuintMobile ？What’s 
New

クインテッセンスの書籍
Books

歯学書ドットコムはこちら

過去のシリーズ

この書籍の
動画を見る

※iOS13の場合

アプリをダウンロード1
本サービスは，iPadほかタブレット端末
でもご使用になれますが，iPad でご利
用の際はアプリ検索時の設定を
「iPhone のみ」
としてください．

●iPadでご利用の際の注意点

iPhone をご利用の方は，App Store
にて「QuintMobile」（無料）を検索し，
インストール．
Android をご利用の方は，Google 
Playにて「QuintMobile」（無料）を検
索し，インストール．

QuintMobile 検索

「QuintMobile」無料公開中 ※動画閲覧方法の詳細は
　小社HP内「QuintMobile
　の使い方」をご覧下さい．誌面で紹介しているテクニックを動画でわかりやすく解説します．

2
「過去のシリーズ」をタップし，一覧から該当書籍を選択

アプリを起動すると，メニュー画面が起動

カメラ画面が起動しますので，これを該当
するページの「QuintMobile」マークのつ
いた写真にかざすと
動画が起動します
（再生開始まで，数秒
かかります）．

3 のついた写真にかざす

「QuintMobile」は無料ですが，動画再生にデータ通信料が発生します．パケット定額サービスでのご利用を推奨します．なお，動画再生のサービス提供期間は，本別冊発刊月から原則2年間となります．
注）Android 版をご利用の場合，当アプリがインストールできない端末がございますので，ご注意ください．詳細はこちらhttps://www.quint-j.co.jp/QuintMobile/

QuintMobile ？What’s 
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クインテッセンスの雑誌
magazines

歯学書ドットコムはこちら
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