保母須弥也先生が執筆され、
多くの若手臨床家の心を捉えた
あの大ベストセラー
「補綴に強くなる本」
が
新しい著者の手によって帰ってきた！
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「今、歯科界に求められるもの」から、
「咬合」
「パーシャル・デンチャー」
「インプラント補綴」
「審美」
「歯冠補綴」
「ブリッジ」、そして「ラボワーク」までを
項目に分けて、各分野の第一人者が
補綴の基本とノウハウを解説！
！
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補綴を学び直したい！ 補綴を好きになりたい！ という若手臨床家に贈る待望の書籍！
！
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ティックは清掃が決め手だ／88. 支台歯形成なしでブリッジを作る／89. 鋳造
体の適合をチェックしよう／90. コンタクト・ポイントは数値でせまれ／91.テ
ンポラリーを侮るな／92. 仮着のススメ／93. セメント合着を侮るな

特別コラム そのとき、歯科が動いた② 金属焼付ポーセレンの誕生
第8部 ラボワーク
94. 情報の質と量が良い補綴物を作る／95. 唾液の上に石膏を流すな／96. マ
ウントは少ない量の石膏で／97. 咬合器はこうして動かそう／98. リムーバブ
ル・ノブでチェアー・タイムを短縮だ／99. ドロップ・コーンは頭の体操／100.
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インプラント補綴

44.インプラント補綴の難しさ／45. インプラント補綴もメタルフリー／46. ト
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本書は、1981年に保母須弥也先生が執筆され、大きな反響を呼んだ、
「補綴に強く
なる本」の新装版です。旧版の良きコンセプトを受け継ぎ、読んで楽しく、補綴の勘所
が理解できる実践書です。
臨床で日々、行われている補綴処置ですが、本書では昔の術式でも良いものはあら
ためて紹介するとともに、最新の術式・知識も取り上げています。補綴が得意な臨床家
はさらに「補綴に強くなる」ために、何となく苦手意識を持つ臨床家には「補綴が好き
になる」ために読んでもらいたい１冊です。
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