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ウィズマム ファミリーベンチ
／ヨシダ
＜小児用ベンチ＞

プロテーパー・ゴールド
／デンツプライシロナ
＜電動式歯科用ニッケルチタンファイル＞

リーチ／名南歯科貿易
＜LED 技工用ロングアーム
マイクロスコープ＞

-

ヨシダから発売の可愛いキャラクターデザ
インで好評の待合室用イス「ウィズマムシ
リーズ」に、新たに親子で座れる“ウィズ
マムファミリーベンチ”が追加発売されま
した。親用ベンチと子供用ベンチで座高と
座面奥行をそれぞれ設定してあります。親
子で 1 つの同じベンチを共有することで、
子供が安心して座ることができます。また、
診療前の時間も安心して待つことができま
す。
【特徴】
●かわいいキャラクターデザインです。歯
科が怖いというイメージを与えず、子供
が通院しやすくなることが期待されま
す。
●使用しているレザーは食品衛生法の基
準をクリアしており、汚れが付きにく
く、燃えにくい素材です。また、アルコ
ールや次亜塩素酸への耐性素材を使用
しているので衛生的に保つことができ
ます。
●本体サイズは、W1,440 × D670 ×
H820mm 、重量（本体のみ）は約
33.8kg。
標準価格＝本体一式 150,000 円

『 マイジンガー
ツイストポリッシャー 』
＜ ジーシー ＞

標準価格＝
LiSi ツイスト CA（2 本入）4,200 円
LiSi ツイスト HP（2 本入）5,200 円
HR ツイスト CA（2 本入）3,800 円
HR ツイスト HP（2 本入）5,200 円

デンツプライシロナより、従来のメルファ
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ープロテーパーの改良品として、
“プロテー
パー・ゴールド”が発売されました。プロ
テーパー・ゴールドは、デンツプライシロ
ナ社独自のゴールドテクノロジーを採用し
たことで、従来品に比べ、根管拡大形成に
おいて、より柔軟性と破折抵抗性を付与す
ることが可能になりました。アメリカを中
心に世界各国で、大きな反響を呼んでおり
ます。
【特徴】
●従来製品に比べ、疲労破折抵抗値が 2.6
倍向上し、ファイルの破折が更に少なく
なりました。
●従来製品に比べ、柔軟性が 24%向上し、
湾曲根管への追従性が更に向上しまし
た。
●従来製品はファイルのシャンク部が
13mm だったのに対し、11mm に変更
となり、これまで以上に臼歯部へのアク
セスが向上します。
●従来製品と規格、使用手順が同様のため、
これまでどおりに使用が可能で、また価
格も同様です。
標準価格＝6 本入 8,750 円
※アソート（SX、S1、S2、F1、F2、F3）
あり。

ロングアームタイプの技工用マイクロス
コープ“リーチ”が名南歯科貿易から発売
されました。ロングアームなので、自分の
ポジションですぐに使え、収納時も場所を
とることなく、快適なラボワークが行えま
す。
【特徴】
●自分の使いやすいポジションに自由自
在にアームの形状を整えることができ
ます。
●LED 照明を標準装備しているため、明る
く見やすい拡大視野を提供します。
●アームの軸が回転するため、使用後はア
ーム形状を維持したままスコープ部を
逃がすことができます。
●歯の形成、印象（型どり）、石膏模型の
トリミング、ワックスアップ、鋳造物の
チェックなど、歯科技工の各工程で活躍
します。
●倍率は 4 倍と 8 倍から選択でき、レン
ズの交換も可能です。
●スペックは、アーム長：105cm、作業
距離：145mm、視野径：25mm、眼
幅調節：55～75mm。
標準価格＝本体一式 39,800 円
レンズ 各 6,000 円

簡単、スピーディな艶出し研磨ポリッシャー！
今回ご紹介させていただく商品は、㈱ジーシーより発売されています『マイジンガーツイスト
ポリッシャー』です。こちらの商品はセラミック用の『LiSi ツイスト』とハイブリッド・
CAD/CAM 冠を含む各種レジン用の『HR ツイスト』の、それぞれ「仕上げ用」
「艶出し用」2
種類・2 ステップのラインナップになります。各種補綴物を形態修正後、仕上げ用、艶出し用の
2 ステップで研磨を行います。先端がブラシ形状で弾力があり密着するため、ソフトタッチで研
磨困難な咬合面裂溝、隣接部、前歯舌側面など細部の研磨が効率的に行えます。また、耐久性に
も優れています。
実際に使用して頂いている先生より、
「ブラシ状なので様々な部位にこれ 1 本でアクセスでき
効率よく研磨できます。研磨面も非常に艶が出て奇麗に仕上がります。
」との感想を頂いており
ます。この機会に是非一度お試し下さい。詳細につきまして、は弊社営業担当者までお問い合わ
せ下さい。
久留米店 営業二課 大場 聖敏
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★今週の新刊

『 インプラントオーバーデンチャーの
臨床とエビデンス Q&A 』
～インプラントをしていてよかったと思ってもらうために～

『 歯内療法の迷信と真実 』
～論文から学ぶ成功のヒント～

日本におけるインプラントオーバーデンチャー
（IOD）の研究・臨床の最先端をいく２名の著者
による待望の書。
「なぜ IOD なのか？」としてそ
の意義に答える章にはじまり、治療計画、設計・
製作、診断・埋入、人工歯排列と咬合、維持装置、
義歯の改変、メインテナンスの全９章、全 63 の
Q&A 形式で構成。

『迷信と真実』本のシリーズ第三弾。診査・診断、
拡大・形成、洗浄・貼薬、充填、修復処置から、
再治療、外科療法、生活歯髄療法、偶発症まで計
43 編の解説・レビューで構成。また、文献考察
とあわせて、参考となる筆者らの症例写真を盛り
込むことで現場臨床に活かせるよう構成。歯内療
法に関するテーマを網羅した総合版。

●著 ＝前田 芳信／和田 誠大
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝14,500 円＋税

●著 ＝牛窪 敏博／山本 信一／神戸 良
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税

『 口の中がわかる ビジュアル 歯科口腔科学読本 』

『 歯科衛生士のための臨床歯周病学の
エビデンス活用 BOOK 』
～あなたは論文の結果を鵜呑みにしていませんか？～

ビジュアル口腔外科学読本の決定版。わかりやす
いイラストと症例写真を中心に一目で理解でき
るように、本文を排して箇条書きの短文で読みや
すく要点だけをピックアップ。症候から疾患にた
どり着けるフローチャートも用意した一冊。

歯科衛生士として外せない歯周治療に関するト
ピックの学術的な背景はもちろん、正しい解釈の
しかた、応用のしかたがわかる書。歯科衛生士に
必須の「批判的思考」が身につく進化したエビデ
ンス活用本。

●監修＝全国医学部附属病院
歯科口腔外科科長会議
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,500 円＋税

●著 ＝関野 愉
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,200 円＋税

人材育成バイブル本

別冊クインテッセンス

『 知らないと院長が損をする！
スタッフの“いまどき”マナー 』
好感のもてる挨拶や信頼される人の接し方など
医療人が会得したいビジネスマナーを、今の時代
にあった形で紹介した書。イラストを交え、現場
で使える言い回し例を多数掲載し、
“いまどき感”
満載で読みやすい内容の一冊。
●著 ＝成田 美和子
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,200 円＋税

『 遊離端欠損の戦略的治療法 』
遊離端欠損の捉え方と介入の考え方、そして画一
的な対応をとりにくい欠損形態に対処する臨床
のヒントが満載。パーシャルデンチャー、インプ
ラント、IARPD、オーバーデンチャー、歯牙移
植、SDA など分野の垣根を越えた補綴方法を提
示した一冊。

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

～多様化するニーズに応えるためのマイクロスコープ活用術～

使用機種の選択理由と特徴から、患者へのプレゼ
ン方法、治療での活用法、さらには経営スタイル
なども大公開する特集、レーザー治療でのマイク
ロスコープの有用性、マイクロ診療で使える便利
グッズの紹介、第 13 回学術大会好評講演の誌上
再掲や、学会誌「MICRO」注目論文の和訳など、
明日の臨床につながる情報満載の書。
●編 ＝日本顕微鏡歯科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,000 円＋税

～パーシャルデンチャー・インプラント・IARPD～

●著 ＝亀田 行雄／諸隈 正和
●出版＝医歯薬出版
●価格＝10,000 円＋税

『 マイクロデンティストリーYEARBOOK2017 』

『 スポーツパフォーマンスと歯科医学 』
歯科が予防や治療の面でスポーツの成績アップ
に貢献できることを示した内容で、選手・監督コ
ーチやサポート関係者（スポーツドクター、トレ
ーナー）などに口腔衛生や良い噛み合わせの大切
さが理解していただけるように作成した冊子。
●編集＝石上 惠一／杉山 義祥
●協力＝日本歯科医師会
●出版＝医学情報社
●価格＝20 冊入 3,000 円＋税
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