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エステチカ E70／E80 Vison
／カボデンタルシステムズジャパン

オステルＩDx／モリタ

ブライト 5／サンデンタル

＜歯接触分析装置＞

＜歯科重合用光照射器＞

＜歯科用トリートメントユニット＞
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カボデンタルシステムズジャパンから、高
機能と快適性の融合をカタチにしたKaVo
フラグシップモデル“エステチカ E70／
E80 Vision”が発売されました。外科・
インプラント、マイクロスコープ対応機種
（E80 Vision）として幅広い治療領域で
操作性の高いトリートメントユニットで
す。
【特徴】
●ドクターエレメントが新しくタッチディ
スプレイになり、より容易にメモリー登
録や呼び出しができるようになりまし
た。また、エンド機能やサージェリー機
能の複雑なステップもより簡単な操作で
行えます。
●2 つの KaVo 水消毒システム（常時・集
中水消毒）を含む 6 つの衛生機能が一つ
の画面で管理でき、取外しと熱消毒可能
なハイジーンアダプターをビルトインし
ています。
●チェアはサスペンド式で、ドイツ歯科業
界で初めて背中にやさしい機器として
AGR 認定を受けたエルゴノミクスに基
づく設計です。許容荷重 180kg で大き
な患者さんにも対応します。
標準価格＝E70 標準仕様 6,800,000 円
E80 標準仕様 8,100,000 円

『 リスコントロール NV 』

顎骨内でのインプラント安定度を容易な
操作で客観的に数値化し評価する唯一の
機器として発売されている歯接触分析装
置「オステル」にニューモデル登場。患者
データベースを内蔵し、タッチスクリーン
で簡単に操作が行える“オステルＩDx”が
3 月 22 日に発売されます。本器は、口腔
および顎顔面領域のインプラント安定性
の測定に、非侵襲的手法の共鳴振動周波数
分析を用いています。

サンデンタルから発売された“ブライト 5”
は、1,200ｍW／cm2±10%ハイパワー
光量のコードレス LED 光照射器です。波
長域 450～470nm、3 種類の照射モード
を搭載し、材料に応じたモード設定で光照
射が可能です。

【特徴】
●タッチスクリーンで測定値をインプラ
ント位置および患者に関連付けすること
ができます。
●計測したデータは患者毎に管理するこ
とができ、手術日やインプラントシステ
ムの登録、埋入部位も指定することがで
きます。
●登録された患者データを選択して計測
することで、経時的なデータを集積しま
す。また、過去に計測したデータから最
新のデータまでをグラフ化して表示でき
ます。ISQ 値の推移をビジュアル的に表
示することができるので、患者への説明
にも有効です。
●本器をインターネットに接続すること
で、クラウド上にデータを保存できます。
また、専用のポータルサイトにアクセス
することで、モバイル端末で何処でもデ
ータを確認することが可能です。

【特徴】
●コードレスタイプでも、急なバッテリー
切れや充電をし忘れた際には、コードを
接続したままでも使用が可能な2Wayタ
イプです。
●充電はハンドピースを充電スタンド（付
属）に置くだけで充電がスタートします。
●ライトチェッカーが内蔵されているの
で、光量のチェックが可能です。
●FAST モード、SOFT1 モード、SOFT2
モードの 3 つのモードを搭載。治療に合
わせたモード選択が可能です。SOFT1
モードは、スタート 5 秒まではゆっくり
と光量がアップし、以降は最高出力を維
持します。SOFT2 モードは、0.5 秒ご
とに消灯と最高出力を繰り返すパルスモ
ードです。
●バッテリー交換が簡単に行える設計で
す。
●3 分間操作をしない場合は自動的に電源
オフになります。
●初回充電は約 8 時間、2 回目以降の充電
は約 2～3 時間でフル充電になります。

標準価格＝本体一式 618,000 円

標準価格＝本体一式

45,000 円

プラス

感染予防 ＋ 確実な乾燥！

＜ 白水貿易 ＞

標準価格＝ 未滅菌 250 本入 4,800 円
滅菌済 96 本入 3,200 円
アダプター
7,000 円

今回は、㈱白水貿易より発売されておりますディスポーザブルシリンジ『リスコントロール
NV』をご紹介させていただきます。本製品は、3way シリンジに専用のアダプターを装着し、
先端のシリンジを患者様ごとに付替えていただく製品であるため、常に清潔なチップを使用
し、術者様・患者様をより感染リスクから保護することをコンセプトとしております。また、
シリンジ内部のエアー及び水回路が各々独立しているため、エアーに湿気が混じることがな
く、乾燥環境が必要な接着処理などにも大変有効な製品となっております。さらに、柔軟性が
あり、指先で簡単に曲げられるので到達し難い部位にも簡単にアクセスすることができます。
既に導入いただきご使用中の先生からは、患者様だけでなく消毒作業がなくなったことによ
るスタッフ様の感染予防や、接着処置時の確実性向上などをご評価いただいた上で、
「コスト
以上のメリットがある。
」とのコメントをいただくことができました。
デモ品もございますので、是非この機会にお試しいただければと思います。詳細は弊社担当
者までお気軽にお問合せください。
大分店 営業課 渡邉 俊典
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歯科医院経営を考える（４６２）
～ 日本の歯科医療費の問題点 ～

デンタル・マネジメント・コンサルティング
稲岡 勲

ある医療法人（医科）の事務長と話す機会があり診療の効率化という問題になったときに、その事務長の話したことが
強烈に印象に残った。それは病名ごとに診療手順を決め最も点数が高くなるよう診療モデルを作っており、勤務医にその
マニュアルを渡しそれに沿って診療するよう指示を出しているというのである。患者の個体、病状は種々様々であり従っ
て治療内容も違ってくると思うが、
マニュアルに沿って治療するというのは如何なものか？と素人ながら思ったものであ
る。しかし今病院経営はかなり厳しい現状にあるという。
「特定疾患療養管理料」は高血圧、胃炎、糖尿病等の 32 の疾
患が認定されており、その病名が付けば外来診療で自動的に 225 点が加算され、これに再診料 72 点、外来管理加算 52
点が加算されて 349 点となる。しかしこれは開業医だけの点数で 200 床以上の病院では加算されないのだという。専門
病院の外来で 1 時間手術の説明をしても 1 点にもならないというが、大きい規模の病院ほど経営環境は厳しい状況にあ
る。一方で歯科医療経営もじり貧状況にある。経済学の視点から医療を分析した本を多く出版されている井伊雅子一橋大
学教授が日本歯科医師会雑誌（2008 年 5 月）に「データに基づいた政策理論の重要性」と題して記事を掲載されている。
その中で、ワシントン DC に住んでいた時に通院していた歯科医院の院長に「ワシントン DC には大使館や国際機関も
多く、世界各国からの患者を治療しているが、日本人の治療をして驚くことがある。自分たちが使っている歯科関連の機
器は日本製のものが多く、最先端の歯科技術は日本が世界一だと思うが、患者として接する日本人の歯の状態は本当にひ
どい人たちがほとんどだ。一般の人たちはなぜ日本の高い技術の恩恵をほとんど受けていないのだろうか」と言われたと
紹介し、日本の歯科医療の問題点は予防が保険適用されていないことだと指摘されている。もう一つの問題点は、歯科医
療を安く受けられることはよいが保険診療が余りにも安すぎることだと指摘されている。
現在の歯科治療の保険点数では、
多くの患者を診ないと採算が取れないという実態が浮かび上がる。
井伊教授は政府の社会保障審議会の医療保険部会の委
員もされていたそうだが、その部会では各団体の利益を代表している委員が、それぞれの立場から発言し、最後のまとめ
は、いつの間にか厚生労働省から出ているという感じであったと述懐されている。最近はレセプトの電子化が進みいろん
な角度からの分析ができるようになったと聞くが、
歯の状況がよい患者ほど医療費が低くなっていることが証明できれば
今の歯科医療を根本的に改善する方法が見いだせるのではないかと思う。
（つづく）
※玉ヰニュース 2016 年 3 月号より転載。

★今週の新刊
『 患者さんに語るシンプル歯周治療 』

『 デンタルスタッフの衛生学・公衆衛生学 』

歯科医師が歯周治療について“患者さんにやさし
く語る”ことができるよう歯周治療の本質をシン
プルに解説した書。歯科衛生士に歯周治療に際し
て的確な指示をするための入門書としても最適
な一冊。

本書は、デンタルスタッフが理解しておきい、衛
生・公衆衛生の意味や意義、生活習慣と健康の概
念、予防の考え方、地域保健の概念などを解説し
た書。

●編著＝吉江 弘正／和泉 雄一
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,800 円＋税
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●著 ＝末髙 武彦／ほか
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,800 円＋税
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