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U チェアー／ヨシダ

アピット 15／長田電機工業

＜電動チェア＞

＜歯科用根管長測定器＞

ゴージョー HIS-N ES
／モモセ歯科商会
＜手指消毒用 速乾性ジェル＞

-

精度が高く、測定しやすいと好評の根管長
測定器「オサダアピット」が、新たに“ア
ピット 15”として長田電機工業よりリニ
ューアル発売されました。シンプルなボデ
ィに正確さと使いやすさを凝縮。アナログ
メーターが大きくなり、繊細なファイルの
動きがより認識しやすくなりました。
-

ヨシダから発売された“U チェアー”は、
ブラッシング指導やコンサルティングを行
う個室に設置することにより、高級な空間
創りに活用できる電動チェアです。リクラ
イニングした時の気持ちよさを追求し、体
に負担が少ない姿勢を保持でき、くつろい
で過ごすことができます。
【特徴】
●骨板とレッグレストの単独動作機構を搭
載。ヘッドレストは上下・前後方向の調
節が可能です。また、各部の角度設定に
より、状況に応じた適切なポジションを
とることができます。
●シンプルなボタン操作でチェア動作が可
能です。コードやリモコンがないため、
さまざまな空間の雰囲気になじむスッキ
リしたデザインです。
●仕様は、幅 690mm、高さ 1,080～
1,240mm（ヘッドレスト最低時～最高
時）
、奥行 850～1,585mm（着座時～
リクライニング時）
。

【特徴】
●アピット 15 は 2 つの異なる周波数を用
いて測定しています。根管内の任意の位
置（歯頸部）での 2 つの周波数のインピ
ーダンス差を比較し、移動した位置（根
尖狭窄部）での 2 つの周波数のインピー
ダンス差を比較し、その値から根尖狭窄
部の位置を検出しています。
●オートアジャストモードとマニュアル
アジャストモードの2 つの測定機能を搭
載し、測定可能症例が大きく広がります。
●根管ごとにアジャストが行えるため、精
密な測定が可能です。
●測定音は通常音と患者にやさしいメロ
ディ音が選択可能です。
●シンプルでコンパクトなボディは、設置
や収納がしやすく、コードの収納も巻き
取り式で簡単です。
●ホワイト×ブラック、ブラック×グレ
ー、ブラウン×ゴールドの 3 色のボディ
カラーを用意。診療空間に合わせてお好
みの色を選択できます。

標準価格＝本体一式 498,000 円
標準価格＝本体一式

『 プロキシット F 』

135,800 円

ジェル状製剤のパイオニアであるゴージ
ョーの手指消毒剤“ゴージョーHIS-N ES”
がモモセ歯科商会から発売されました。速
乾性のジェルタイプなので、塗り広げやす
く、かつ乾きが早いため、スムーズに次の
作業に移ることができます。
【特徴】
●CEN（EU-EN）標準試験法に基づく消
毒薬の薬効評価EN1500 / EN12791
の判定基準に適合しているので、院内の
あらゆる場面に対応可能です。
●保湿成分を配合しているため、手肌にや
さしく、手荒れを起こしにくいので、頻
回に使用される場面でも安心して使うこ
とが可能です。
●日本最小クラスの手動式システム。
●専用ディスペンサーはコンパクトなボ
ディで、あらゆる場所に簡単に設置が可
能です。
●一目で内容量の確認が行えるため、交換
のタイミングを逃すことなく取り換えで
きます。
標準価格＝スターターキット 3,300 円
詰替用（450ml）1,800 円

ワンランク上の PMTC を目指して！

＜ イボクラールビバデント ＞
今回ご紹介させていただきますのは、イボクラールビバデント㈱より発売されております『プ
ロキシット F』です。特徴と致しましては、
①3 種類の研磨性：ファイン（細かい）
、ミディアム（中）
、コース（粗い）
②症例によってフッ素配合、無配合が選択可能。
③キシリトール含有。
④歯面になじみがよく、飛び散りにくいペースト。
実際にご使用頂いている衛生士様からは、
「患者さんの口腔内の状態に合わせた使い分けがで
き、最後にファイン（細かい）で最終仕上げとして使うと綺麗なツヤが出ますよ。
」と好評頂いて
おります。ミディアム（中）にはフッ化物無配合の種類もあり、ファイン（細かい）はインプラ
ントケアへの処置にも最適ですので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
までお尋ね下さい。
鹿児島店 営業三課 木村 岳
標準価格＝55ml 入 3,200 円
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★サンメディカル『スーパーボンド 超 使いこなしガイド』

知りたいことがズバリわかる本！

進呈本！

接着材料「スーパーボンド」を主製品に、接着歯学の進歩に長年に渡り歩み続けるサンメディカルより、
知りたいことがズバリわかる本「スーパーボンド超使いこなしガイド」が刊行されました。●接着ってど
ういうこと？●スーパーボンドを使いこなすには？●「筆積法」と「混和法」の 3 つの使用法穂のポイン
ト、●なるほど！接着テクニック、●こんな時はどうする？知って得する Q&A など、約 60 ページに渡
りスーパーボンドの使いこなし術が網羅されています。スーパーボンドをご使用の医院様にはご活用いた
だけるガイド本（無料進呈）ですので、この機会に弊社営業担当者にお申し付けください。
●見どころ 1：使用方法をイラストで解説！
●見どころ 2：臨床例を多数掲載！
●見どころ 3：いますぐ使えるテクニックが満載！

★今週の新刊

わかる！できる！
便利な Q&A 付き

『 歯医者に聞きたい顎関節症がわかる本 』
「口が開かない」
「顎が痛い」
「顎が鳴る」等のこ
れらが顎関節症の主症状です。どのような状況・
症状で歯科医師にかかるべきなのか、また、患者
さん自身が行うセルフケアについても解説を加
えることで、顎関節症への理解と対処法まで学べ
るツール本。

『 おばあちゃんは 8020
お口のタイムトラベル 2 』
80 歳で 20 本の歯を残しているおばあちゃん。
なぜおばあちゃんはこんなに歯を残せたのか。K
太郎とハイチローの冒険が再び始まります。おば
あちゃんの歯の秘密を握るミロハと従妹の S 美
ちゃんも加わった、4 人の大冒険絵本。
●作 ＝みしま たかし
●絵 ＝風間 雄吉
●出版＝口腔保健協会
●価格＝1,800 円＋税

●著 ＝島田 淳
●出版＝口腔保健協会
●価格＝2,800 円＋税
『 咀嚼をそしゃくする 』
～食育・介護・栄養管理に役立つ咀嚼の基礎知識～

『 顎関節症 診療ハンドブック 』

歯科医師の著者が専門の口腔生理学に加え、栄養
学・食品調理学・小児科学・高齢者医学等、多角
的な角度から「咀嚼」を考察、解説した書。咀嚼
の基礎知識が身につく一冊。

顎関節症の概念から、診査・診断、治療方法、現
況・動向など、DC／TMD に基づいた診断・治
療の解説書として編集。患者さんへの説明にも活
用できる図解重視の一冊。

●著 ＝山田 好秋
●出版＝口腔保健協会
●価格＝2,700 円＋税

●編著＝本田 和也／松本 邦史
小林 馨／新井 嘉則
●出版＝メディア
●価格＝6,000 円＋税

『 歯科臨床ファーストレシピ 3 』

『 自由の風 』

～補綴治療編～

～A Free Breeze～

歯肉圧排や支台築造、支台歯形成、印象採得など、
補綴治療を成功に導く基本術式から、義歯やイン
プラント治療、そして技工操作まで、今すぐ習得
したいテクニックをこの一冊に凝縮。臨床現場に
即した写真と解説で、今日の治療にすぐに活かせ
る「即戦力」が手に入る書。
●編著＝西田 哲也
●著 ＝西田 香／有路 珠幸／石井 智子
●出版＝学建書院
●価格＝5,500 円＋税

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

スリランカの女の子が、豊かな想像力によって描
いた幻想的な絵と詩を、英日対訳の形でまとめた
絵本。大人でも子どもでも何度でも繰り返し読み
たくなるような魅力的な作品。
【英日対訳】
●英詩・文＝ドゥランヤ・クレイ
●日本語訳＝大国 孝正
●出版＝日本歯科新聞社
●価格＝1,500 円＋税
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