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エッセンシア／ジーシー
＜光重合型審美修復用
-

コンポジットレジン＞

ジーシーから 7 月 21 日に発売される“エ
ッセンシア”は、ヨーロッパのエステティ
ックデンティストグループが監修した、大
胆かつ革新的なシェードコンセプトによ
り誕生した光重合型審美修復用コンポジ
ットレジンです。７シェードによるシンプ
ルな２層レイヤリングで天然歯に近い色
調を再現します。
【特徴】
●エナメル質と象牙質の光学特性を、それ
ぞれのエナメルシェードとデンチンシ
ェードに持たせることで、シンプルな 2
層のレイヤリングで天然歯に近い色調
を再現します。
●デンチン 3 シェード、エナメル 2 シェ
ード、ユニバーサル、マスキングライナ
ーの計 7 シェードにより、患者さんの
エイジングに合わせたレイヤリングが
可能です。
●4 つのモデファイヤーは、修復物を素早
くキャラクタライズできるように設計。
モデファイヤーを使用することで、ワン
ランク上の審美修復が可能で、修復の幅
が広がります。
標準価格＝スターターキット 45,000 円
単品シリンジ 2.0ml
6,500 円
モデファイヤーキット 20,000 円
モデファイヤー2.4ml 5,500 円

『 プロテクトキーパー 』
＜ ビーエスエーサクライ ＞

エースクラップインスツルメント
／松風

プロビナイスフロー／松風
＜常温重合レジン＞

＜歯科用インスツルメント＞

医科用インプラント・大型医科器械・滅菌
コンテナ等も手がけるドイツ：エースクラ
ップ社の診療用インスツルメントを 7 月
21 日より松風が取扱いを開始します。原材
料から完成品まで貫かれた厳しい品質検査
をクリアした信頼性の高い製品の数々で
す。
【特徴】
●エースクラップ社の新製品、Ergoprobe
は、治療をよりスムースにし、疲労を軽
減しリラックスできる作業時間を提供
します。
●インスツルメントの軽さと、専用に作ら
れたハンドル表面の触り心地がよく、ま
た、ユニークなデザイン性と優れた機能
性の両方を兼ね備えています。
●歯周治療向けエルゴペリオシリーズのグ
レーシーキュレットをはじめ、歯科用ス
ケーラ、歯科用キュレット、ユニバーサ
ルキュレット、歯周ポケットプローブ、
エキスプローラー、ピンセット、ミラー、
その他を取り扱いします。
標準価格＝
スケーラー・キュレット類
5,200 円～17,000 円
ポケットプローブ 6,900 円～12,000 円
エキスプローラー
3,300 円
※その他の製品価格はお問合せください。

松風から 7 月 21 日発売される“プロビナ
イスフロー”は、混和（流し込み）法用に
流動性を高く設計した常温重合レジンで
す。ロングスパンブリッジなど大きな補綴
装置でも、流動性が高く、また流動性を長
く維持できるため簡単に流し込み操作を
行うことができます。液は既存品のプロビ
ナイスと共用で使用できます。
【特徴】
●流し込みに特化した常温重合レジンで、
色ムラ、気泡混入も少なく、美しい仕上
がりが得られます。
●粉液のなじみがよく、軽い混和でも色ム
ラが少ない設計です。
●フロー状態を長く維持できるため、余裕
をもって操作が可能です。
●残留モノマーも少なく、マージン部もし
っかりシャープに硬化します。
●色調は、歯冠色の A2、A3 に加え、歯
肉色（8S）をラインナップ。インプラ
ントプロビジョナル、コピーデンチャー
の製作も可能です。
標準価格＝
プロビナイスフロー粉 50g
2,900 円
プロビナイスフロー粉 250g 9,400 円
プロビナイス液 100ml
2,900 円
プロビナイス液 250ml
6,200 円

ハンドピース類を様々な感染物、傷から守る「プロテクトキーパー」！
今回ご紹介させていただく商品は、BSA サクライから発売されている歯科用ハンドピ
ースバリアカバーの『プロテクトキーパー』です。オートクレーブができない時の交差感
染防止や、滅菌によるハンドピースの劣化防止、またグリップ感の向上により快適な操作
性を与えてくれます。
ご使用いただいた医院様からは、
「LED 重合器などの滅菌が出来ない機器にも、このプ
ロテクトキーパーを装着することで、安心して患者様に使用することが出来る。
」とのお
声を頂いております。また、9 月 30 日まで一個 50 円でお求め頂けるお試しキャンペー
ンも実施しておりますので、この機会に是非お試しいただくことをお勧めいたします。詳
しくは弊社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

HP タイプ長さ 21cm、SC タイプ長さ 19cm
標準価格＝100 入
4,500 円

久留米店 営業二課 大森 裕喜
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歯科医院経営を考える（４７８）
～ 歯科技工士の位置づけ ～

デンタル・マネジメント・コンサルティング
稲岡 勲

歯科用 CAD/CAM 冠の小臼歯部歯冠補綴が平成 26 年度の診療報酬改定で保険導入されて以後、CAD/CAM の小臼歯の治療
がかなり普及してきている。大きい規模の歯科医院では自前で CAD/CAM 装置を設置している医院もあるが、一般の歯科
医院では不可能である。CAD/CAM 冠の施設基準では、CAD/CAM 装置のない歯科医院はその装置を設置している技工所と連
携していることが条件となっている。先日の歯科医療管理学会関西支部の会議で、
「歯科医師が保険の CAD/CAM 冠の技工
作業ができるか」が話題になった。そこである先生が厚労省の医政局に問い合わせたところ近畿厚生局に聞くように指
示され、近畿厚生局統括監査課に問い合わせたら「法的な回答を持っていないが、保険請求に関して言えば、①3 年以上
歯科医療に従事している歯科医師がいること。②歯科技工士が 1 名以上いること。③設備設置基準を満たし、届け出申
請が受理されていること」という回答だった。歯科医師でも CAD/CAM 冠（保険）の技工作業は可能で、同治療に関して
も保険請求できるということであった。しかし設置基準を満たし、届け出申請をしていても技工士が居ない場合は、保
険の請求ができないということであった。これは保険診療における歯科技工士の存在が認定されたということでもある。
先日大阪府警生活環境課が、歯科技工士法違反容疑で S 社の社長ら役員 4 人とパート従業員の女性 2 人（31 歳と 39 歳）
を書類送検したが、容疑は無資格のパート従業員 2 人に、歯形の読み取りや詰め物の加工をさせた歯科技工士法違反容
疑であった。同社は受注から 3 日で納入することを売りにしていたと言われ、2013 年 9 月から無資格の従業員が作業し、
関西を中心に 200 軒以上の歯科医院へ補綴物などを納入していたと言われている。CAD/CAM の急激な普及で今後技工士の
位置づけがどのようになっていくのかは、予測不能だが、歯科技工士の高齢化や技工士学校の定員不足が話題になって
いる現在、歯科技工士の法的、経済的な位置づけを明確にする必要があるのではないか。場合によっては技工士が技工
に関して直接支払基金に保険請求ができる制度を考えてもよいのではないかと思う。

（つづく）

※玉ヰニュース 2017 年 7 月号より転載。

★今週の新刊

『 限られた時間・限られた器材で行う
訪問診療における義歯修理のコツ 』

『 う蝕予防の実際
フッ化物局所応用実施マニュアル 』

訪問現場下の限られた時間・限られた器材で行
う、全部床・部分床義歯のリベースやクラスプ・
床の修理、咬合調整などのコツや工夫についてや
さしくまとめた実践書。

フッ化物局所応用に携わるあらゆる医療従事者
の力となるマニュアルとして、フッ化物の効果的
で安全な応用法を示した最新の書。臨床・教育そ
して地域保健の現場で必要な情報を集成した書。

●監修＝水口 俊介
●監著＝戸原 玄
●著 ＝竹前 健彦
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,800 円＋税

●編 ＝一般社団法人 日本口腔衛生学会
フッ化物応用委員会
●出版＝社会保険研究所
●価格＝3,000 円＋税

『 歯科医院の上手なたたみ方・引き継ぎ方 』

『 2017 改定対応 歯科訪問診療 』

～閉院／事業承継／相続の手順とポイント～

～体制づくりから保険点数まで～

歯科医院において将来的な選択肢となる閉院・事
業承継、相続に関する手続き、税金等の知識や取
扱いのポイントなどをコンパクトにまとめた書。

訪問診療の体制の整え方や、外部連携、患者アプ
ローチ、保険点数など、現場で生かせるノウハウ
を幅広くまとめた一冊。

●著 ＝税理士法人トゥモローズ
●出版＝清文社
●価格＝2,200 円＋税

●著 ＝前田 実男
●出版＝日本歯科新聞社
●価格＝5,000 円＋税
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