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プリマ マグナ
フロアスタンド型／ヨシダ

DENT.Systema AX
／ライオン歯科材

QUBE Ⅱ（キューブⅡ）
／日本歯科商社

＜歯科用マイクロスコープ＞

＜超薄型ヘッド歯ブラシ＞

＜歯科技工用マイクロモーター＞

ヨシダから 2 月 21 日に発売される“プリ
ママグナフロアスタンド型”は、プリマシ
リーズの中でも最上位機種のマイクロス
コープです。アングルローテーション機能
により、鏡筒部を傾けても、接眼レンズが
独立して動き、角度が一定に保つことがで
きるので、術者は無理のない姿勢で使用が
可能です。そのため、長時間の使用でも術
者の負担を軽減します。

-

【特徴】
●プリママグナ専用の対物レンズを採用。
フオーカス調整幅が 100mm のため、
前歯部から臼歯部に術野を変更した場
合でも、簡単にフォーカス調整が行えま
す。
●電磁ブレーキシステムを搭載し、鏡筒部
の動き・固定を自在にコントロールする
ことができます。
●仕様は、双眼鏡筒：0～210°、接眼レ
ンズ倍率：12.5 倍/18mm、対物レン
ズ：f＝300～400mm（マニュアルフ
ォーカス機能付き）
、拡大倍率：ガリレ
オ式変倍 8 変倍。

3 月 21 日にライオン歯科材から発売され
る“DENT.systemaAX”は、超薄型ヘッ
ド×スーパーテーパード毛で、口腔内のす
みずみまで毛先がらくらく届く歯ブラシ
です。DENT.MAXIMA の超薄型ヘッド技
術を活用し、ヘッドの樹脂部分を削減。厚
さ 2.6mm の超薄型ヘッドで、狭い部位に
も毛先が届きやすく、口腔内での動かしや
すさを追求した設計です。
【特徴】
●すべての毛先が細くしなやかな独自の
スーパーテーパード毛で、歯肉へのスト
レスを最小限に抑え、やさしく気持のよ
いみがき心地を与えます。歯頸部・歯間
部など、狭い隙間にも毛先がよく届きま
す。
●ロング&スリムネックのストレートハン
ドルを採用し、毛先がコントロールしや
すく、どんな部位にもまんべんなく届き
ます。また、グリップ部はソフトラバー
付きのなめらかな曲面で滑りにくくフ
ィット感も抜群です。
●ヘッド形状が違う 44M と 45M をライ
ンナップ。
患者参考価格＝1 本

標準価格＝本体一式 3,680,000 円

『 インテグラ ファイバーポスト 』

400 円（税別）

回転中の振動を極力抑えた最新のモータ
ーテクノロジーを搭載した “QUBE Ⅱ”
（SCHICK 社製）が、日本歯科商社から発
売されました。従来品からのハンドピース
を軽量化し、さらに小型化を実現。ペンシ
ルホールドに適したバランス設計で作業
効率のアップが図れます。また、ワックス
ペン機能（オプション）を搭載可能な歯科
技工用マイクロモーターです。
【特徴】
●最大回転数 60,000rpm、最大トルク
9.0ncm で、低速から高速まで安定し
たトルクパワーを提供します。
●見やすいテーブルトップサテライト式
を採用し、正回転／逆回転設定やスピー
ドコントロール設定など手元で設定・管
理が行えます。
●フットコントロールセットと壁掛けタ
イプのニーコントロールセットの 2 機
種から選択できます。

標準価格＝本体一式
296,000 円
ワックスナイフセット 48,000 円

強さとしなやかなファイバーポスト！

＜ 白水貿易 ＞
今回ご紹介させていただく商品は、白水貿易㈱から好評発売中の『インテグラファイバーポ
スト』です。この製品の特長は初めからシランカップリング処理がされており、ジルコニア AR
グラスファイバー技術により、強度としなやかな弾力性と耐久性のバランスに優れ、高いＸ線
造影性や高い光透過性や審美性に優れた製品です。また、適度な弾性係数により歯牙全体への
負荷を緩和し、加水分解に対する安定性と耐アルカリ性及び耐酸性の増大など様々な特徴があ
ります。
ご使用して頂いております先生方には、「ジルコニア複合型グラスファイバーの優れた弾力
性と耐久性により歯牙への負荷が緩和することで破折しにくく、シラン処理済みなので前処理
が不要で簡便になりました。」とのお声をいただいております。是非一度お試しいただきたい
商品となっておりますので、詳細につきましては弊社営業担当者までお尋ねください。
標準価格＝リフィール 10 本入 9,800 円

長崎店 営業二課 中島 洋
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★今週の新刊

『 検証 MTA 』

『 成人～高齢者向け 咀嚼機能アップ BOOK 』

～マテリアルと臨床テクニックのすべて～

～実践に活かせる知識・アイデアがわかる本～

MTA という材料を客観的に評価し、従来の材料
との比較も含めて検証。また臨床家のために、操
作性の問題などを克服し、MTA の特性を十分に
発揮させるためのテクニックについても、直接覆
髄、根管充填、穿孔部の封鎖、断髄・アペクソジ
ェネシス、アペキシフィケーション、歯根破折へ
の対応、逆根管充填、内部・外部吸収の治療など、
多岐にわたり解説した、MTA のテキスト本。

咀嚼能力アップで広がるいろんな可能性や、評
価・指導実践の方法を伝授。通院・訪問歯科問わ
ず、患者さんに噛むことの大切さとその能力の維
持を手助けする訓練や専門知識を提供するため
の知識・アイデア満載の書。患者さんの人生を豊
かにする咀嚼指導をはじめてみるための一冊。

●編著＝福西 一浩／今里 聡
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,800 円＋税
『 おいしく楽しく食べるための
正しい入れ歯の使い方 』
～患者説明パーフェクトガイド付き～

●監著＝小野 高裕／増田 裕次
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,800 円＋税

『 絵で見る！患者さんのための一生使える
インプラントガイドブック 』

義歯が完成した際の食事時の注意やお手入れ法
の習得、調整のための来院など、丁寧な説明によ
って患者さんの義歯適応力を上げることが不可
欠である。
高齢患者さんにお伝えしたい情報をイ
ラストや写真でわかりやすく紹介。付録の「患者
説明パーフェクトガイド」
とともにチェアサイド
や待合室で重宝できる一冊。

インプラント治療に臨む患者様の不安を解消し、
安心して治療に取り組んでもらうために必要な
情報をまとめた一冊。
インプラントについての基
本知識から治療法の概要まで、
わかりやすい文章
とイラストで解説し、
インプラント治療のために
必要な知識・書類を本書だけで管理できるため、
患者様に向けたコンサルツールとしても最適！

●著 ＝佐藤 裕二
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,800 円＋税

●監著＝原田 和彦
●著 ＝安藤 啓成／徳永 耕一郎
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝2,750 円＋税

デンタルインプラントロジー別冊

『 スペシャリストたちに学ぶ インプラントのための骨増生 』
～オッセオインテグレイション・スタディクラブ
・オブ・ジャパン 16th ミーティング抄録集～

『 COMPLETE DENTURE DESIGN 』
～心でつくる総義歯～

2017 年 7 月に開催された、OJ 年次ミーティ
ングの抄録集。インプラント治療において欠かす
ことのできないトピックである「骨増生」をテー
マに、ハイレベルな臨床家たちによる現在のイン
プラント治療の最先端の技術と、明日の臨床に役
立つ情報の双方が学べる充実の一冊。

義歯の製作工程で大切なところを、歯科医師と歯
科技工士のそれぞれの立場で丁寧に述べられて
おり、臨床で問題が起きたときの解決の参考とな
るところを網羅。
「患者の笑顔」を最終目的に“心
でつくる総義歯”について初心者から読め、臨床
現場の必須アイテムとして活用できる一冊。

●監修＝三好 敬三
●編集＝寺本 昌司／岩田 光弘／小川 洋一
勝山 英明／高井 康博／中川 雅裕
松井 徳雄
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,800 円＋税

●監修＝腰原 好
●著 ＝戸田 篤／酒井 勝衛
●出版＝医学情報社
●価格＝7,000 円＋税

『 事例に学ぶ歯科法律トラブルの傾向と対策 』

『 むし歯と歯周病の「病因論」 』

～歯科医師で弁護士が指南～

歯科医師として約15年の臨床経験を有する弁護
士が、歯科医院向けに、スタッフや患者さんとの
法的なトラブル予防策を、事例も併せて指南した
一冊。

むし歯・歯周病の病因論とその対策をイラスト入
りでわかりやすく解説。ページをめくるたびに気
づきを与え、読み終えたときには「歯は何歳にな
っても美しく健康な状態で残せる」ことへの理解
が深まる一冊。

●著 ＝小畑 真
●出版＝日本歯科新聞社
●価格＝6,000 円＋税

●著 ＝関山 牧枝
●出版＝オーラルケア
●価格＝700 円＋税
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