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電動マジックミラー
エレクトリッククリアー
／モモセ歯科商会

モモセ歯科商会から発売された“電動マジ
ックミラー エレクトリッククリアー”
（WSTP ジャパン取扱い）は、水滴がつか
ず明瞭な視野の確保ができる電動マジッ
クミラーです。曇らないのであらゆる診療
に使用することができます。
【特徴】
●窩洞形成下でも粉塵や水滴を飛ばしク
リアな視界を確保します。
●マイクロスコープ使用時や超音波スケ
ーリング時に最適です。
●一人で行う治療でも、曇らないのでスト
レスフリーの治療が行えます。
●訪問診療など光源の確保が難しく、姿勢
の不安定な状態でのミラー診査に有効
に活用できます。
●直径 22ｍｍの片面ミラーで、マグネッ
ト式により交換が可能です。
●満充電 1 時間で約 45 分の使用が可能で
す。バッテリーが２個付属されていま
す。

ユーティリティーシザーズ
／YDM
＜歯科用ハサミ＞

YDM と文具メーカーの PLUS とのコラボ
レーション製品として生まれた歯科用ハサ
ミ“ユーティリティーシザーズ”が YDM
から発売されました。ベルヌーイカーブ刃
で根元から刃先までスムーズな切れ味を実
現します。
【特徴】
●文具メーカーPLUS 開発のベルヌーイカ
ーブ刃を採用。刃の根元から刃先まで切
断に最適な刃の開き角度（約 30 度）を
常に保ち、ゆるやかなカーブ形状のハサ
ミです。
●刃の開く角度が常に一定なので、根元か
ら刃先まで切るものをしっかりキャッ
チして、てこの原理を最大限に利用する
ことにより、従来の約 3 倍の軽い切れ味
を実現します。
●力を必要とする硬いものから、通常のハ
サミでは切りにくかった軟らかいもの
までサクサク切れ、多様な使途に対応し
ます。

標準価格＝本体セット
58,000 円
交換ミラー（6 枚入）2,400 円
標準価格＝1 本 7,300 円

『 まがるハブラシ 』
＜ 内外歯材 ＞

セラスマート 270／ジーシー
＜CAD/CAM 用
高靱性ハイブリッドブロック＞

ジーシーから発売された“セラスマート
270”は、「ナノフィラーテクノロジー」
をさらに進化させた新技術「FSC テクノロ
ジー」を採用した CAD/CAM 用高靱性ハ
イブリッドブロックです。従来のセラスマ
ートと比較してフィラー充填率が約 10%
アップし、これにより高い物性を実現しま
した。
【特徴】
●新技術「FSC テクノロジー」によりさら
に強度がアップしたため、より低い再製
率が期待できます。
●平均粒径 300nm のナノサイズフィラ
ーにより、摩耗による影響が少なく、表
面がある程度均一に保たれるため、極め
て滑沢な面性状とツヤを生みだすセル
フシャイニング効果でツヤが長く維持
され審美性も保たれます。
●セラスマート 270 のミリングは、ウエ
ット&ドライ対応。Aadva ミル LD-1
（ドライ加工）では、専用のブロックフ
ォルダを取り付けることで一度に 4 つ
のブロックが加工可能となりました。
●Aadva CAD/CAM 用と UNIVERSAL
用の 2 種類をラインナップし、Aadva
CAD/CAM 用は 2 年保証のサポート
対象商品です。
標準価格＝
・サイズ 12（5 個入） 17,350 円
・サイズ 14（5 個入） 17,700 円
・サイズ 14L（5 個入）18,550 円
※Aadva CAD/CAM 用は１個包装あり。

日々の習慣だからこそ安全に！
今回、ご紹介させていただきたい商品は内外歯材株式会社より発売されました『まがるハブラ
シ』です。
のど突き事故防止やお子さんが使い易い設計は勿論ですが、150g～200g の圧力で曲がるの
で、力加減がわからない小さいお子さんでも口腔内を傷つけにくく、安心してハブラシが出来る
ようになっております。
ご紹介させていただいたスタッフさんからも、
「これだったら、押さえつけたりせずブラッシ
ングを覚えさることが出来る。
」
「色もカラフルでかわいい。
」とのお声を頂きました。
小児の患者様への歯ブラシがお決まりでない医院様がございましたら、是非弊社営業マンへお
問い合わせください。
熊本店 営業四課 髙木 良典

患者参考価格＝１本 500 円（税別）
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歯科医院経営を考える（４７５）
～ 給与ベースの見直し ～

デンタル・マネジメント・コンサルティング
稲岡 勲

最近歯科医院で目立つのは母親一人で子育てしながら働いているスタッフがいることである。歯科医院のスタッフと
して働き易いという理由もあるのかもしれないが意外に多いのが気になる。こうした現状は国会でも問題になっている
が、低所得層での子供の貧困問題、教育格差問題が深刻になっている。子供の 6 人に１人は貧困化しているというが、
子供食堂というボランティア団体が経営する慈善事業が繁盛している。平成の世になって以後、日本の景気が停滞した
期間が約 15 年間続いた結果、非正規社員が増え続け日本も所得格差が拡大して子供の貧困が問題になってきた。非正規
と言っても「パート」
「アルバイト」は主婦や学生が主体で空いた時間を利用して小遣い稼ぎで働いているという人もい
るから、そういう人の場合は社会的な問題にはならないが、問題は若い働き盛りの人達の非正規化である。給与は正規
の社員の約 60%と言われる。大雑把に言って、総務省の統計による全職種の平均月額給与が 341,000 円であるから、その
60%は約 204,000 円である。これでは平均家族 4 人の生計費としては無理である。平成 28 年の総務省の統計「労働調査」
によれば、非正規社員 2016 万人のうち派遣社員が 133 万人、契約社員が 286 万人で、合計 419 万人である。こうした派
遣社員、契約社員の給与をどう引き上げるかが課題である。今日本では長時間労働が問題になっているが、非正規社員
の給与ベースも問題である。ヨーロッパ特にドイツやフランスでは非正規社員の給与は正規の社員のおおむね 80%だとい
うから日本では 20%ほど低い金額になっている。時間は短くても労働の質として同じであれば同一賃金にするという考え
が重要になってくるのではないか。少子化の問題は、一方で非正規社員の給与水準の問題でもある。子供を作りたくて
も余裕がない、結婚する経済的な余裕がない等という理由が少子化を顕在化させている。将来は子供の教育費は高校で
はなく大学まで無償化するべきであり、その前提として奨学資金制度の充実を図るべきである。OECD（経済協力開発機
構）の 2016 年の統計によれば、教育機関への公的支出の割合が日本は 3.2%で、先進国 33 か国で下から 2 番目の 32 位で
ある。1 番がノルウェーの 6.2%、イギリスが 5.2%で 7 位、スイスが 4.7%で 14 位、アメリカが 4.2%で 21 位である。国の
将来を担う人材の育成をおろそかにして国の将来もあり得ない。
（つづく）
※玉ヰニュース 2017 年 4 月号より転載。

★今週の新刊
『 すべての歯科医師のための臨床解剖学に基づいた
Comprehensive Dental Surgery 』
気鋭の研究者・臨床家による、臨床解剖学を基盤
にした外科手技解説の最新版。トラブルを避ける
ための注意点を豊富な図版をもとに解説し、日常
臨床に即した解剖学に復習にも最適な一冊。
●編者代表＝岩永 譲
●編 ＝伊原木聰一郎／築山鉄平／丸尾勝一郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝9,200 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

『 臨床家のための口腔疾患カラーアトラス 』

多岐にわたる口腔疾患の病態写真が網羅され、鑑
別診断を得る際のヒントとなる、臨床医の必携
書。若き臨床家にとって、鑑別疾患としてどうい
う疾患があげられるか、診断を進めるトレーニン
グに役立つ一冊。
●編著＝神部 芳則／大橋 一之
●出版＝医歯薬出版
●価格＝7,000 円＋税
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