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ウェーブワンゴールド グライダー
／デンツプライシロナ

ピカるん／モモセ歯科商会

EX ドライヤ／東京技研

＜360°音波歯ブラシ＞

＜冷凍式エアードライヤ＞

＜グライドパス形成用 Ni-Ti ファイル＞

-

デンツプライシロナより発売された “ウ
ェーブ・ワンゴールドグライダー”は、X
スマートプラス、または X スマート IQ の
ウェーブ・ワンゴールドのプログラムにあ
る、レシプロケーティングモーションを使
用し、より安全で確実なグライドパス形成
を実現するグライドパス形成用ニッケル
チタンファイルです。高い柔軟性と破折抵
抗性を有し、根管拡大形成にシンプルさを
提供するニッケルチタンファイルです。ま
た、ウェーブ・ワンゴールドグライダーの
発売に伴い、“ウェーブ・ワンゴールドシ
ークエンス”という新たなラインナップが
加わります。包装内容は、メルファーK フ
ァイル #10、ウェーブ・ワンゴールドグ
ライダー、ウェーブ・ワンゴールド プラ
イマリーが各 1 本ずつ（各種 25mm）入
っており、穿通→グライドパス形成→拡大
形成の手順をお試しできるパックです。
【特徴】
●独自の熱処理工程により誕生した
GOLD ワイヤーを採用することによ
り、高い柔軟性を実現します。
●疲労破切抵抗性が向上し、ファイルの破
折リスクが減少。患者さんの安全性に配
慮しています。
●切削効率が向上し、拡大・形成時間が短
縮され、治療の効率化が図れます。
標準価格＝グライダー3 本入 6,430 円
シークエンスキット 4,500 円

『 トライホーク クラウンカッター 』
＜ 日本歯科商社 ＞

モモセ歯科商会から発売された“ピカる
ん”は、世界初の３６０°歯ブラシの技術
力に音波機能をプラスした音波ブラシで
す。全方向曲線ブラシだから、お子様でも
角度を気にせず、隅々まで磨くことが可能
です。歯磨きが苦手な小さなお子様にもお
勧めの音波ブラシです。
【特徴】
●糸径は 0.076mm（一般的な歯ブラシの
約 1/3）の超極細毛を全面に採用。微
細な音波と約 20,000 本の超極細毛を
備え、歯の表面の凹凸や歯の間の歯垢を
しっかり除去します。
●かわいい 2 種類の動物デザインを採用
し、きらめく LED 照明でお子様の歯磨
き時間に楽しさを加えます。また、仕上
げ磨きの際にも口の奥までよく見え、安
全に歯磨きができます。
標準価格＝1 セット
2,400 円
替ブラシ 2 本入 880 円
患者参考価格＝1 セット 2,980 円（税抜）
替ブラシ 2 本入 980 円
（税抜）

圧縮空気中のドレン（水分）は知らないう
ちに配管内にたまり安心・安全なクリーン
診療の妨げとなります。東京技研から発売
された“EX ドライヤ”は、圧縮空気の高
品質等級を実現した医療機関向け冷凍式
エアードライヤです。EX ドライヤならク
リーンなドライエアーの供給が可能です。
【特徴】
●露点温度（除湿性能）に影響を及ぼすこ
となく処理空気量のアップを実現しま
した。
●食品・医療・医薬品業界で実績がある除
菌フィルタ（EX-D フィルタ）を採用。
オイルミストフィルタと除菌フィルタ
で構成された EX ドライヤ用の除菌ユ
ニットです。
●接続部を本体前面内部に集約すること
により、スタイリッシュになり、さらに
省スペース化を実現。
●メンテナンス性と操作性をアップしま
した。
標準価格＝
EX ドライヤ単体
EX-D フィルタ付

220,000 円
300,000 円

軽いタッチで見事な切削力！
今回ご紹介させて頂く商品は㈱日本歯科商社より発売されております『トライホーククラウ
ンカッター』 です。
このトライホーククラウンカッターは、タロンと呼ばれる特殊なレアメタルを使用してお
り、独特のブレードデザインで優れた切削力を実現しました。切削角度を問わない均一な切
削力、ヘッド部での穿孔も容易にできます。取り出し易く衛生的な個別包装、単回使用で患
者様に安心して使用できます。
実際ご使用いただいております医院様からは、
「以前使用していた物より切削力がありクラ
ウン除去が楽になった。
」と大変好評です。ご使用に際しましては、フェザータッチで 5 倍速
コントラの使用をご推奨いたします。是非この機会に一度お試しになられてはいかがでしょ
うか。

標準価格＝1 本
10 本入

700 円
6,000 円

久留米店 営業一課 野口 義治
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歯界展望 別冊

★今週の新刊

『 ペリオ OTOME メソッド 』

『 子どもの歯科臨床 UPDATE 』

～器具の愛し方～

～Q&A でわかる！対応・治療の最新情報～

月刊デンタルハイジーの好評連載『～器具を愛す
るための～インストゥルメントロジー』に新たに
内容を大幅に加筆し、アップデート。多くの歯科
衛生士がインスツルメンテーションでのつまず
きやすい状況とその解決策をステップで学べる
役立つ一冊。

診療室で重要となる「子どもへの対応・治療テク
ニック」
「保護者への伝え方」
「小児歯科臨床にお
ける現在の考え方」等について、Q＆A を中心に
まとめた実践書！う蝕予防だけでない、口腔機能
への視点、
「口」に関する心配事への対応・支援
方法を、豊富な症例写真・イラストにより解説。

●著 ＝山本 浩正／熊本 宏美
足利 奈々／三國 かおり
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,500 円＋税

●編著＝井上美津子／田中 英一／藤岡 万里
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,800 円＋税

デンタルダイヤモンド ムック

『 歯科衛生士のための
歯科診療報酬入門 2018-2019 』

『 これから始める・さらに深める
ファイバーポストレジンコアの臨床 』

歯科衛生士が知っておきたい歯科診療報酬の仕
組みがわかり、
歯科衛生士業務と診療報酬体系の
結びつきを実務含めわかりやすく解説。
診療報酬
改定にともなう内容をアップデート。
歯科衛生士
の業務にウエイトをおいて保険診療を解説した
最新情報満載のテキスト書。

そもそもファイバーポストとは何なのか、
どのよ
うな症例に適応しているのかなど、
いまさら聞け
ない疑問から、
自費診療を含めたアドバンス的な
内容までを徹底解説。
これからファイバーポスト
を導入しようとお考えの先生、
より高度なテクニ
ックを身につけたい先生、必読の一冊。

●監修＝公益社団法人 日本歯科衛生士会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,700 円＋税

●編集＝坪田 有史／川本 善和
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝6,000 円＋税

HOME DENTIST PROFESSIONAL 2

『 ハンドピースから外科器具まで
よくわかる歯科医院の消毒滅菌管理マニュアル 』

『 チーム医療で取り組む歯科医院づくりの実践 』

「パッと開いて、サッと動ける！」消毒滅菌管理
に不慣れなスタッフさんでもきちんと管理がで
きるように、
本当に必要なことを見やすくまとめ
た消毒滅菌管理マニュアル。
話題のハンドピース
の取扱い方法もしっかり解説。
無駄なく無理なく
導入できる現実的な実践法を紹介した一冊。

本シリーズ第 2 巻では、ホームデンティスト・プ
ロフェッショナルとして歯科診療室を創りあげ
るために必要な事項を5 つのKey にまとめた書。
歯周病を予防、治療し、長年管理していくための、
本気で歯周病に取り組むための歯科医院づくり
を紹介した一冊。

●著 ＝柏井 伸子
●出版＝インターアクション
●価格＝6,200 円＋税

●監修＝藤木 省三
●出版＝インターアクション
●価格＝9,000 円＋税

『 まずはこれから歯科英単語 99 』
掲載単語数を限界までしぼり、使用頻度の高い順
に列挙した画期的な単語集。必修英単語 99 を暗
記し、過去問題で傾向を押さえ、オリジナル問題
を繰り返し学習することで正答率アップを狙え
る。歯科英単語の重要ポイントを短時間でマスタ
ーできる一冊。

『 地域の誰もがかかりたくなる歯科医院の
患者さん first で行こう！ 』
行列のできる歯科医院の
「患者さん first の精神」
。
本書で紹介する 8 医院の取り組みと、
院長先生の
歯科医療に臨む姿に勇気づけられる一冊。
●監修＝蓮井 義則
●出版＝kirabooks
●価格＝2,000 円＋税

●著 ＝益野 一哉／本田 義知／藤田 淳一
●出版＝永末書店
●価格＝2,500 円＋税
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