Vol. 610 発行日 2016 年 2 月 15 日

オーソフォス SL
／シロナデンタルシステムズ

MＩコア LC／ジーシー
＜光重合型支台築造用コンポジットレジン＞

アイゴス & アイゴスボンド
／山本貴金属地金
＜歯科充填用コンポジットレジン
& 歯科用象牙質接着材＞

＜パノラマ専用機・パノラマ/CT 複合機＞
-

￥

-

シロナデンタルシステムズから発売され
た Orthophos シリーズの最上位機種
“Orthophos SL“
（オーソフォス SL）は、
新たな 2D センサー技術を搭載し、パノラ
マ画像が更に高画質になりました。また、
フォーカス調整可能なシャープレイヤー
テクノロジーにより、ポジショニングのズ
レによる再撮影や、面倒なプログラム選択
も不要です。
【特徴】
●診断に合わせて頬側根や口蓋側根の表
示に最適な画像をいつでも焦点（フォー
カス）調整し、見ることができます。
●CT 複合機タイプでは、従来の FOV 8
×8cm に加えてFOV 11×10cm モー
ドも選択ができるため、気道を含めた撮
影および両側8 番水平埋伏歯に対応した
撮影が可能となります。インプラントだ
けでなく、エンド等詳細画像診断のため
の高画質モード（80μm）も更に進化し、
先生の診断をサポートします。
●CAD/CAM との融合、新たなサージカ
ルガイドシステム等も開発され、Digital
Dentistry（診療フローの効率的化）のた
めのソリューションを多数提供します。
標準価格＝SL 2D
8,000,000 円
SL 3D
18,600,000 円
SL 3D プラス 19,800,000 円

『 イージークラウンリムーバー 』
＜ フォレスト・ワン ＞

ジーシー発売のレジンコアシステムに、光
重合型支台築造用コンポジットレジン“MI
コア LC”
（2 月 22 日発売）が仲間入りし
ます。ライトキュア（光重合型）のコンポ
ジットレジンなので、十分な操作時間を確
保できます。使用用途に応じ、馴染みやす
く築盛しやすいフロータイプと、インスツ
ルメント離れがよくベタつきを抑えたペー
ストタイプの 2 種類をラインナップ。
【特徴】
●馴染みやすく、築盛しやすいフロータイ
プは、間接法では 1 本でポスト孔填入か
らコア部築盛まで行え、直接法時はコア
部の築盛で使用できます。
●インスツルメント離れがよく、ベタつき
を抑えたペーストタイプは、直接法、間
接法のどちらの場合でもコア部の築盛で
使用が可能です。
●コア部の使用はもちろん、ポスト孔への
使用にも安心で十分な硬化深度を有して
います。また、審美性と硬化性を両立さ
せた適度な透明性を付与しています。
●デユアルキュア型コンポジットレジン
「ユニフィルコア/EM」と、歯根破折の
リスクを低減し審美性にも優れたメタル
フリーを実現する「ファイバーポスト
/N」との組み合わせにより、症例に応じ
た支台築造が行えます。
標準価格＝フロー（3.4g）
4,400 円
ペースト（5.5g） 3,900 円

山本貴金属地金から 2 月 22 日発売の“ア
イゴス”は、独自のフィラー技術によりフ
ッ素徐放性と高強度・高耐久性の両立を実
現した保険適用のコンポジットレジンで
す。また、
“アイゴスボンド”は新開発の接
着性モノマーによって、歯質表面の湿潤状
態に影響されにくく、エナメル質・象牙質
問わずに高い接着強さを得られるボンディ
ング材です。
【特徴】
●独自のフィラー技術によりフッ素徐放性
と高強度を両立しています。
●フッ素徐放性の効果により、虫歯菌付着
抑制効果が得られます。
●コンポジットレジン「アイゴス」は、ア
イゴスユニバーサル、アイゴスフロー、
アイゴスローフローの 3 種類をラインナ
ップ。
●アイゴスボンドの新開発モノマーは、水
にも油にも安定した性質を持ち、エナメ
ル質・象牙質を問わずに高い接着強さを
発揮します。また、湿潤した歯面に対し
ても高い接着強さを維持します。
標準価格＝
アイゴスユニバーサル（4g） 2,800 円
アイゴスフロー
・ローフロー（2.6g）3,500 円
アイゴスボンドセット（5ml）12,600 円

クラウン等の補綴物に穴をあけるだけで簡単撤去！
今回ご紹介させて頂く商品は、㈱フォレスト・ワンより発売されている『イージークラウン
リムーバー』です。ECR（イージークラウンリムーバー）は、フルメタルクラウンやメタルイ
ンレー等の補綴物を撤去する際、補綴物の咬合面に除去用カーバイトバーで小さな穴をあける
だけで驚くほど簡単に撤去を可能にした器具です。補綴物を大きく壊すことや、支台歯への負
担が抑えられます。撤去した補綴物はテンポラリーとして使用することも可能です。
ご使用いただいている歯科医院様では、
「切削による患者さんの不快感がほとんどなくなり
バーの消耗減少や治療時間の短縮、特にメタルインレーの撤去はラクだね。
」とのお声を頂い
ております。You Tube（フォレスト・ワンホームページ内 http://forest-one.co.jp/）で臨
床動画を見ることができますので、この機会に是非一度ご検討ください。
熊本店 営業一課 東 龍達

標準価格＝本体一式 70,000 円
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歯科医院経営を考える（４６１）
～ 待遇の改善とルール作り ～

デンタル・マネジメント・コンサルティング
稲岡 勲

介護や看護、建設業界をはじめあらゆる業界で入手不足が深刻化している。同時に給与賃金も上昇してきている。日本
商工会議所が昨年 8 月に「人手不足への対応に関する調査」を実施しているが、それによると、特に人手不足が深刻化し
ている業種は介護・看護業界で 72.2%が不足を訴えている。その他運輸業が 60.9%、建設業が 60.7%である。その中でも
特に一定のキャリアを積んだミドル級の人材への要求が 67.9%と最も強く出されている。歯科医院の場合でも医療法人等
は別として、個人の歯科医院では衛生士は勿論、受付や歯科助手の人手不足が深刻化している。ただ全ての歯科医院で深
刻化しているのか、といえばそうでもない。歯周予防に力を入れ衛生士が 4 人（内常勤 3 人）もいる M 歯科医院で受付
の採用募集をかけたところ、直ちに 5 人が応募してきた。その中ではすでに病院での受付や一般企業での受付経験がある
者もいて即活動できる人材がいる。その歯科医院は大都市の郊外で下町にあり立地条件もそれほど良いわけでもないが、
その医院のホームページには「生涯にわたり、あなたのお口の健康に貢献できることが、私達の願いです」とある。そう
して院長の診療方針や院内の診療風景が出されており、勉強会やミーティングの風景写真も出されていて親しみ易い好印
象を与えているのが特徴である。結局 5 人のうち、独身女性で病院の受付経験もある 41 歳の女性が決め採用通知を出し
たところ就職を断られてしまった。面接を終え二度も見学しての結果がノーとなり院長が落胆することしきりである。何
故断ってきたのか？いろいろ理由を当ってみるとそれは待遇面の問題である。通勤費は月額 2 万円まで支給すると答えて
いるが、実際にかかる交通費は 23,500 円である。つまり 3,500 円は本人負担になる。それに有給休暇についての説明が
あいまいであり、給与規定はなく、就業規則も 2 ページ程度の簡単なものしかない。有給休暇は労働基準法で規定してい
ることだから、
「規定通りに対応します」と言えばよいし、またその通りに対処すべきである。給与規定はきちんとしたも
のを整備すべきであり、通勤費についても本当に優秀な人材を確保したいと思うのであれば、非課税の範囲（交通機関利
用の最高額は 10 万円）は考えるべきである。大企業と行かなくても中小企業に十分対抗できる待遇条件を考え、その上
で給与規定及び就業規則を整えるべきである。採用の競争相手は他の歯科医院ではなく、中小企業と認識すべきである。
※（お詫び）12 月号で「国は衛生士の数を減らそうとしているという話を聞く」と書きましたが、全くのデマでした。
ある県の歯科医師会理事の先生の話を確認せずに記事にしてしまい誤解を与えましたことをお詫び申し上げます。事実は
全くその逆で、衛生士の離職を防ぐ対策を打ち出しているというのが実態のようです。
（つづく）
※玉ヰニュース 2016 年 2 月号より転載。

★今週の新刊
『 CLINICAL IMPLANT DENTISTRY
抜歯即時埋入インプラント編 』
抜歯即時埋入インプラントの臨床的意義から、抜
歯即時埋入の非適応症、抜歯後のアプローチの検
証、審美領域における抜歯即時埋入の詳細手順と
各ステップのポイント等、著者が提唱する抜歯即
時埋入の考え方や手技を網羅した一冊。
●著者＝林 揚春
●出版＝ゼニス出版
●価格＝8,840 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

『 あるスタディ・グループの歩みⅣ 』
1955 年にスタートしたスタディ・グループ「火
曜会」の 60 年目を迎え、1980 年、1990 年、
2004 年にはそれぞれⅠ、Ⅱ、Ⅲを発刊。そし
て 2015 年に本書Ⅳが新たに発刊。現メンバー
による 2005 年から 2015 年までの歩みを網羅
した一冊。
●著 ＝火曜会会員
●出版＝火曜会／シエン社
●価格＝6,296 円＋税
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