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OPTＩM 33TB／セキムラ

G･U･M PLAY／サンスター

＜除菌ワイプ＞

＜超音波式義歯洗浄器＞

ラクナール GZ ホルダー
／内外歯材
＜腸腰筋ストレッチベルト＞

-

-

セキムラから発売された“OPTIM 33TB”
は、世界的に特許が取得されている除菌技
術である AHP（加速化過酸化水素）が配
合された除菌ワイプです。EPA（米国環境
保護庁）や海外の有料情報購読サービス会
社「THE DENTAL ADVISOR」、ECO
歯科協会等、海外では多方面から高い評価
を受ける除菌ワイプで、感染管理対策に有
効です。

歯みがきの時間を楽しみに変える新発想
のデジタルデバイス“G･U･M PLAY”が
サンスターから 6 月 29 日に発売されま
す。
“G･U･M PLAY”はスマートフォンと
連動した、全く新しい歯みがき体験ができ
ます。歯みがきデータを記録して、より正
しく、またゲーム感覚で楽しく磨けるよう
サポートします。

内外歯材から発売された“ラクナール GZ
ホルダー”は、腸腰筋のストレスから解放
し、体幹トレーニングもできる新次元のス
トレッチベルトです。一般的な腰サポータ
ーでは実現できない、
「骨盤を起こす」機
能で、代謝をアップさせ、気持ちよさもト
レーニング機能も向上し、毎日の使用で足
腰をしっかりさせ、快適な暮らしをサポー
トします。今までの腰ベルトやコルセット
とは違った装着感が得られます。

【特徴】
●AHP は、世界各国で特許を取得する唯
一の消毒剤で、過酸化水素（0.5%：活
性成分）
、界面活性剤、浸潤剤、キレート
剤から構成され、これらが混ぜ合された
際には並外れた除菌能力と洗浄能力が生
み出されます。
●安全性が高く、有機物汚れがある状態で
も高い洗浄力があり、除菌においての海
外のエビデンスも豊富です。
●１枚のシートにたっぷり染み込んだ薬液
の量、シート生地の丈夫さ、洗浄力、信
頼性等、全ての項目で安全で最適な除菌
効果が得られます。

【特徴】
●専用アプリをインストールし、いつもの
歯ブラシに G･U･M PLAY アタッチメ
ントをつけるだけで連動します。
●その日の気分や使う人に合わせて、3 つ
のアプリを選べます。
●アプリでは歯みがきの採点や歯みがき
のデータを記録・分析ができ、また、ゲ
ーム感覚で歯みがきができる「マウスモ
ンスター」
やハブラシが楽器に変わる
「マ
ウスバンド」
、忙しい朝の 3 分ニュース
「マウスニュース」など楽しいアプリが
満載です。
●ガムプレイ（大人用）とガムプレイキッ
ズ（子供用）の 2 種類をラインナップ。

【特徴】
●腰をしっかり支えるので、つけた瞬間か
ら即効で腰がラクになります。長時間で
もラクに座っていられます。
●背骨を理想的な S 型へと導き、猫背など
の姿勢トラブルから解放します。
●しなやかなゴムの加圧で瞬間的に骨盤
を起こし、アライメントを整えます。
●重さ 300g と軽く、素材は伸縮性のある
肌触りの良いゴムを採用しているので、
ラクに装着でき、それぞれの脚の長さや
体格に適するように馴染みます。
●膝掛けタイプなので内臓を圧迫するこ
とがありません。
●サイズは、Ｓ、Ｍ、Ｌの 3 サイズをライ
ンナップ。

標準価格＝1 本（160 枚入）2,700 円

患者参考価格＝5,000 円（税抜）

標準価格＝本体一式

９,250 円

『 クリンプロ クリーニング
ペースト PMTC 用 』

ＰＭＴＣの複数工程を１本に！

＜ スリーエムヘルスケア ＞

今回ご紹介させて頂く商品は、スリーエムヘルスケアより発売されております『クリンプロ クリー
ニングペースト PMTC 用』です。特徴と致しましては、
①クリーニングと仕上げを１本で対応。
（崩壊型の研磨剤を配合している為、研磨粒子が徐々に砕
け、天然歯も修復物も優しくクリーニング。
）※汚れがひどい歯面には、スケーラーや研磨粒子
の粗いペーストを使用後、仕上げ用としてご使用ください。
②カップ、歯面ともなじみが良く、術中に飛散しにくい。
③爽やかなシトラスミントフレーバーで患者様も、すっきり爽快。
実際にご使用されている衛生士様からは、
「１本で全額をクリーニングできるので、時間短縮につ
ながり、重宝しています。
」とのお言葉を頂いております。6 月 30 日までトライアルキャンペーン
を実施しておりますので、是非この機会にご検討下さい。

標準価格＝1 本 50g 入 1,680 円

福岡店 営業一課 氏川 圭太
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歯科医院経営を考える（４６５）
～ 新幹線のお掃除劇場 ～

デンタル・マネジメント・コンサルティング
稲岡 勲

昨年夏、仕事で仙台に出張した。東京駅で東海道新幹線から東北新幹線に乗り換えるためにホームに行くとパチパチと
手をたたく音がしたので目を向けると、新幹線の車内掃除の人が掃除を終えて整列をしており、その人たちへの乗客の拍
手であった。それが今話題になっている「新幹線のお掃除劇場」
（JR 東日本の新幹線車両の掃除請負会社、通称「テッセ
イ」
）の社員たちであった。新幹線の停車時間は 12 分、乗客の乗り降りする時間の 5 分を引くと 7 分しかない。その 7 分
の間に 1 組 22 名の社員が 1 人で普通車一車両（100 席、グリーン車、トイレは 3 人で）清掃活動を行う。ゴミ拾い、座
席の回転、窓やテーブルの拭き掃除、床の掃き掃除、座席の背もたれカバーの交換、荷棚の忘れ物チェック等をすべて一
人で完璧にこなすことから、海外メディアで「新幹線お掃除劇場」として話題となり、アメリカ・カリフォルニア州のア
ーノルドシュワルツネッガー知事やフランスの国鉄総裁等が見学に訪れている。国内よりむしろ海外で「セブンミニッツ
ミラクル」として有名で、世界の多くのリーダーが学ぶアメリカのマサチューセッツ州にあるハーバード大学・経営大学
院や同大学の企業幹部向けの教材としても取り上げられているという。何故そのように話題になるのか？7 分の間に複雑
な作業を素早く成し遂げる様がまるで劇場のパフォーマンスのようだということから呼ばれているが、
それだけではない。
「掃除」と言うと 3K（きつい、汚い、危険）の典型的な仕事で、失業した人とか仕事の無い人が一時的にやる仕事とい
う位置づけで誰も真剣に取り組もうという人はいない。そのような働く意欲のない人に規律と喜びを与え、生きがいを見
つけ出させる仕組みを作ったマネジメントに感銘を覚えるからである。この新幹線劇場を作り上げた矢部輝夫氏（同社の
「おもてなし創造部長」
）が目指したものは、お客様に旅行の満足を持ち帰ってもらう「旅の思い出作り」であり、それが
「仕事」の成果ではなく、使命（ミッション）だとしている点にある。
（矢部輝夫著「奇跡の職場」あさ出版）従って「徹
底した規律と指揮命令」
「絶妙のチームワーク」
「やりがい、喜び、誇り」が不可欠だと断言している。話題になるにつれ
て、軽い気持ちで応募してくる人も多いそうだが、業務内容の大変さに挫折してしまい続かない人が多いそうだ。
「テッセ
ンの根幹をなすのは、オペレーションを完璧に実行するための指揮系統と管理体制だ」
（同書 129 頁）と言い、担当する
車両が入線する 3 分前までにホームに到着し、列車が来る方向に向かって一列に整列し、列車が入ってくると深々とお辞
儀をして迎えるのだという。礼は安全確認でもあり、掃除以上のサービスを目指す心意気なのだろう。夏にはアロハシャ
ツや浴衣を着たり、帽子にハイビスカスや桜の花をつけるなど社員のアイデアを取り入れてすがすがしく且つ楽しく実践
している。

（つづく）
※玉ヰニュース 2016 年 6 月号より転載。

★今週の新刊
『 外科的矯正治療へのマイクロインプラントの応用 』
本書は、外科矯正治療における歯科矯正用アンカ
ースクリューの応用方法について、その理論から
臨床までの全てを網羅。学問的な背景に基づいた
実際の応用方法が、豊富な臨床例と共に紹介され
た一冊。歯科矯正用アンカースクリューの世界的
権威 Prof.Park による待望の New Book！
●著者＝Hyo-Sang Park
●監訳＝山本 照子
●訳 ＝高橋 正光／保田 好隆／加治 初彦
●出版＝砂 書房
●価格＝12,000 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

『 オーラルプロバイオテックスセラピー 』
～いますぐ実践できる微生物療法～

予防診療にも採り入れられ、経営実績に役立って
いるプロバイオティクス。急速に浸透しつつある
プロバイオティクスの歯科における入門書。乳酸
菌製剤、食物の正しい知識を解説し、齲蝕・歯周
病原因菌を抑える病理と実践例を示した一冊。
●編集＝小島 常信／田中 真喜／辻村 傑
吉野 純子／吉野 敏明
●出版＝医学情報社
●価格＝6,000 円＋税

ホームページアドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｋｄｅｎｔａｌ．ｃｏ．ｊｐ

