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みきさん 3／ヨシダ
＜アルジネート印象材自動練和器＞

MＩオペーカー／ジーシー
＜光重合型コンポジットレジン

ハイゴフォーミック
／クロスフィールド

オペーカー＞

＜排唾システム＞

-

-

アルジネート印象材自動練和器“みきさん
3”がヨシダから発売されました。あらかじ
め印象材と水を馴染ませる必要がなく、練
和立ち上がりに時に正転・逆転を繰り返し、
印象材を水になじませます。その後、低速
回転と高速回転の組み合わせで練和と脱泡
をスピーディーに行い、なめらかで均一な
練り上がりを実現します。

ジーシーから発売された“MＩオペーカー”
は、遮蔽性に優れ、変色歯や着色歯、破折
した前装冠の金属面を効果的に遮蔽でき
る光重合型コンポジットレジンオパーカ
ーです。MＩフィリングシリーズに共通の
ナノサイズフィラーを採用し、長期的に審
美性を維持する高い強度を実現します。

【特徴】
●9 種類の練和時間があらかじめ記憶され
ているので、設置後すぐに使用できま
す。また練和カップに羽根がないので、
清掃がとても簡単です。
●簡単練和とクイック練和の 2 種類の練和
方式を必要に応じてセレクトできます。
●バランスを崩した時は直ちに回転が停止
するアンバランス検出機構を搭載。ま
た、とびらを閉めないとスタートボタン
を押しても作動しない安全機構内蔵で
未然に事故を防ぎます。
●W243×H335×D305mm の本体サ
イズとシンプルなデザインで、院内や作
業スペースの雰囲気に統一感が持てま
す。

【特徴】
●従来の MＩフィリングシリーズ・コンポ
ジットレジンのオペークシェードでは
積層しても充分な金属面の遮蔽性が得
られないのに対し、MＩオペーカーは遮
蔽性に優れ、変色歯や着色歯、破折した
前装冠の金属面を効果的に遮蔽できま
す。
●平均粒径 700nm のストロンチウムガ
ラスに特殊な表面処理を施し、高密度に
均一分散したジーシー独自のナノフィ
ラーテクノロジーにより、長期的に審美
性を維持する高い強度を実現していま
す。
● MＩオペーカーと MＩローフローや M
Ｉフィルの併用により、露出根面の変色
の審美的回復、硬質レジン前装冠の歯頸
部破折のリペアーに有効です。
●色調は OU（ユニバーサル）色の 1 色。

標準価格＝本体一式

標準価格＝1.9g（1.0ml）入 2,900 円

275,000 円

『 リステリン トータルケア 』
＜ 松風 ＞

患者さんの口腔内状態に合わせて自由な
形にアレンジが可能な排唾システム“ハイ
ゴフォーミック”がクロスフィールドから
発売されました。骨格や施術箇所に合わせ
て形が調節でき、また顎に固定できるので
安定した使用が可能です。
【特徴】
●渦巻き状のコイル部分の 5 つの穴から
効率よく吸引します。
●コイル部分が舌や頬粘膜を排除します。
●軽量で柔らかく、患者さんへの負担を軽
減します。
●素材は環境に優しい PP（ポリプロピレ
ン）
・PE（ポリエチレン）を採用。
●ディスポーザブルタイプの単回使用で
衛生的です。
●専用のアダプター（外径 6.5mm、内径
4mm、長さ 45mm）が 5 個付属して
います。

標準価格＝100 個入 1,100 円

お口のトラブルに効果絶大！
今回、御紹介させて頂く商品は、㈱松風より発売されております薬用マウスウォッシュの『リス
テリントータルケア』です。お口の６つのトラブル（口臭・ネバつき・着色汚れ・歯垢・歯肉炎・
歯石）をしっかりケアすることができ、これまでのリステリンシリーズを一本にまとめた製品とな
っております。また、リステリントータルケアには、液体歯磨きとしても使用することができます。
実際に使用して頂いているお客様からも、
「口臭やネバつきが気にならなくなった。
」とお喜び頂
いております。ぜひ一度お試しください。詳細につきましては、弊社担当者までお尋ねください。
長崎店 営業二課
患者参考価格＝500ml 入 700 円、1.5L 入 1,660 円（税別）

中島 洋
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★今週の新刊

『 新 よくわかる顎口腔機能 』

『 新編 口腔外科病理診断アトラス 』

～咬合・摂食嚥下・発音を理解する～

口腔に関する部位（軟組織、顎骨、粘膜、唾液腺
など）に関わるあらゆる疾患（炎症から嚢胞、悪
性・良性腫瘍など）を網羅した最新アトラス！そ
れぞれの疾患について豊富な臨床・画像・病理の
写真とともに明快な解説が記され、口腔外科や病
理診断への理解が深まる、頼りになる一冊。

日本顎口腔機能学会の総力を挙げて、顎口腔機能
分野の研究成果を臨床現場にフィードバックす
べくバージョンアップをはかり、最新書として編
纂された書。その内容は基本的な研究方法から昨
今の歯科臨床までを俯瞰し、顎口腔機能に関する
内容を事典的に使用できるスタイルでまとめら
れた一冊。

●監修＝下野 正基／山根 源之
●出版＝医歯薬出版
●価格＝22,000 円＋税

●編 ＝日本顎口腔機能学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,000 円＋税

『 スペシャルニーズデンティストリー
障害者歯科 第 2 版 』
DSM-5 改訂に伴い内容を見直した障害者歯科
テキストの改訂版。歯学教育教授要綱を参考にし
ながら、スペシャルニーズのある人を対象として
口腔の衛生と機能に関わる多職種の人にも有用
な知識と技法を解説・歯科診療に欠かせない“ス
ペシャルケア”を実践的に解説した一冊。

デンタルダイヤモンド別冊

『 めざせ！好感度 120%の歯科医院 』
～こんなときどうする？ Dr.100 人にアンケート～

臨床現場で活躍する歯科医師 100 人を対象に、
経営上の問題にどのように対処するのか、アンケ
ート調査を実施。税理士や経営コンサルタントが
多様な意見や対処実例をもとに分析し、攻守に役
立つ手法やアドバイスを紹介した一冊。
●編集＝森 照雄／上谷 友香／鈴木やちよ
神木孝太郎／竹本 彰久
税理士法人イースリーバートナーズ
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,200 円＋税

Takashi is going
『 可笑しな 冒しな おかしな歯科界 』
すでに歯科の人も、これから歯科の人も、知って
おきたい“あれやこれや”について、世界を股に
かけて活躍する著者が軽妙洒脱に語る。8 つのテ
ーマに分けて、可笑しく冒しく 74 話のコラムで
構成された一冊。

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

化学療法・放射線療法などに伴う副作用が口腔症
状として現れると、患者の QOL が低下するだけ
でなく、がん治療の継続に影響を及ぶこともあ
る。がん治療を支えるための観察・早期発見・介
入などの口腔ケアの重要性を網羅した一冊。
●編集＝一般社団法人
日本口腔ケア学会 学術委員会
●出版＝医学書院
●価格＝3,400 円＋税

●編 ＝日本障害者歯科学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝9,500 円＋税

●著者＝井上 孝
●出版＝kirabooks
●価格＝1,800 円

『 治療を支える がん患者の口腔ケア 』

『 きれいが歯科を変える！
デンタルクレンリネスプロジェクト 』
～「通いたい」
「働きたい」歯科医院、
新しい“予防”が実現します～

食品製造業界や外飲食業界、ホテル業界が、清潔
維持を標準化するキーワードとして採用し、定着
している「クレンリネス」
。このクレンリネスを
歯科医院専門で行っている著者が、医療施設特有
の汚れの落とし方やきれいの維持に関するノウ
ハウを惜しげもなく明かした。感染管理のベース
となり、院内の雰囲気までクリーンにしてしまう
クレンリネスのひみつを網羅。
●著 ＝小林 宏
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,200 円＋税
『 今日の治療薬 2017 解説と便覧 』
薬効群ごとに解説と便覧で構成したベストセラ
ー。2017 年版では、多剤併用で注意したい高
齢者の薬物療法に注目し、解説に「高齢者への投
与」を新設。便覧は高齢者への注意喚起マーク、
新規適応追加マーク、配合剤の逆引き表記など、
新表記で使いやすい一冊。
●編集＝浦部 晶夫／島田 和幸
川合 眞一
●出版＝南江堂
●価格＝4,600 円

ホームページアドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｋｄｅｎｔａｌ．ｃｏ．ｊｐ

