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スパーク SLT／松風
＜額帯灯＞
-

松風から発売された“スパーク SLT”は、
ルーペおよびメガネに装着して使用する、
軽量・小型のコードレス額帯灯です。装着
方法や点灯操作が簡便で、かつ、コードレ
スのため施術中や移動中にコードが引っか
かるなどの煩わしさがなく、断線の心配も
ありません。
【特徴】
●眉間のフレーム部に直接固定する方式の
ため、多くのルーペやメガネに装着が可
能です。幅は専用の取付ネジで調整でき
ます。
●タッチセンサーに触れるだけでライトの
ON／OFF が可能です。
●充電が必要なタイミングがインジケータ
ーの表示（赤色：要充電、黄色：充電中、
緑色：充電完了）でお知らせします。
●セットにバッテリーパックが 2 個付属し
ているので、施術中に電池切れを心配せ
ずに使用することができます。
●充電時間は約 2 時間で、点灯時間は約 3
時間。
●バッテリーパック装着時の重量は約32g
と軽量で、その重さは CD-ROM2 枚分
の重さです。
●色温度 6500K、光束３２ルーメン。
標準価格＝本体一式 105,000 円

『 エアフロー パウダープラス 』
＜ 松風 ＞

標準価格＝1 本 120g 入 3,900 円

ハーモナイズ
／カボデンタルシステムズジャパン

リステリン クールミントゼロ
／松風

＜ナノハイブリッドコンポジットレジン＞

＜薬用マウスウォッシュ＞

コンポジットレジンに必要とされる審美
性、操作性、安定性、研磨性、重合収縮量、
X 線造影性など、さまざまな要素を高いレ
ベルで調和したナノハイブリッドレジン
“ハーモナイズ”がカボデンタルシステム
ズジャパンより発売されました。
Kerr 技術
である「ART」
（適応反応技術）の採用に
より、意のままに形態をコントロールで
き、均一性の高いフィラーとレジンマトリ
ックスの配合により、美しい審美性と高い
強度を両立しました。
【特徴】
●天然歯同様の光の拡散を有し、口腔内で
残存歯質・隣在歯と調和します。
●器具離れが良く、充填・賦形が容易で安
定した形態をコントロールすることが
できます。
●Kerr コンポジットレジン№1 の強度で
優れた耐久性を発揮します。
●エナメル色 17 色、デンチン色 8 色、イ
ンサイザルトランスルーセント 5 色か
ら構成。
●4g シリンジ入り。尚、インサイザルト
ランスルーセントのスーパークリアの
み 3g シリンジ入り。
標準価格＝
ハーモナイズ単品（4g 入） 3,000 円
トライアルキット
5,600 円
アドバンスキット
22,400 円

松風から発売された“リステリンクールミ
ントゼロ”は、低刺激で使いやすいノンア
ルコールタイプの洗口剤です。従来品同
様、独自のエッセンシャルオイル配合で
「歯石の沈着」
「歯肉炎」
「口臭」を予防し
ます。また、ミントフレーバーを採用し、
刺激を抑えているので継続して使用が可
能です。
【特徴】
●既存のリステリンと同じ独自の 4 つの
エッセンシャルオイル（チモール、ℓメントール、1.8-シネオール、サリチ
ル酸メチル）を配合しており、速攻殺菌
します。
●進化したノンアルコールの低刺激タイ
プです。
●スッキリな爽快感のピリピリしないミ
ント味です。
●刺激が苦手という理由で使用されてい
ない方へお勧めです。
患者参考価格＝
1L 入
920 円（税別）
500ml 入 600 円（税別）

2 本の効果を 1 本に！
今回ご紹介させて頂く商品は、(株)松風より発売されております『エアフローパウダープラス』
です。特徴としましては、
①ソフトとペリオの効果を 1 本で兼ね備えていることにより、チャンバー交換の手間が省け
患者様のチェアータイムの短縮に繋がります。
②主成分が天然の糖アルコールの為非う蝕であり、細菌の集合体を分解させやすく、術後に
歯面のツルツル感を実現できます。
③歯頚部付近やインプラント周辺の清掃、縁上のバイオフィルムや軽度なステイン除去に最
適です。
実際にご使用された衛生士様からは、
「メンテナンス精度も上がり、時間も短縮できた事によ
り、診療効率がとても良くなりました。
」とのお声を頂いております。同じく新発売されたペリ
オフローノズル（メモリ付）もございますので、是非この機会に弊社営業担当にお問い合わせ
ください。
熊本店 営業四課 坂本 貴浩
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歯科医院経営を考える（４７９）
～ 保険診療で経営の安定性確保 ～

デンタル・マネジメント・コンサルティング
稲岡 勲

最近大都市以外で 100%自費診療の歯科医院が減少してきているように思う。歯の咬合の治療に特化した 100%自費の歯
科医院とか、義歯専門の歯科医院といった特殊な治療の何軒かは承知しているが以前のように一般の歯の治療で 100%自
費診療という先生は、大都市を除いて少なくなっているのではないかと思う。インプラント治療を多く手がけておられ
るが、保険診療も同時に実施しているという場合が多い。東京近郊の歯科医院で歯科医師 3 人、チェアー18 台、衛生士
が 13 人、受付 8 人という陣容で、300 坪の診療所を小児歯科診療棟、自費診療棟、保険診療棟の 3 棟に分け、歯のメン
テナンスは自費で 1 日の患者数 170 人～180 人（内メンテナンスの患者が約 50%）という規模の歯科医院がある。自費診
療収入が 1 億 3,500 万円、自費診療比率が 60%弱で、歯のメンテナンスを年間 5 万円の自費で実施されているが、メンテ
ナンスは採算が取れないという。歯周内科としての診断では 1 クール 10 万円で DNA 検査、除菌、細菌検査も実施してい
るそうだが、それでも採算が取れないという。この先生の場合診療は 9 時に始まり、5 時 30 分に終業を厳守していると
いう。そうしないと優秀なスタッフの確保ができないのだという。従って患者には仕事を休んで来院してもらい 1 日ゆ
っくり治療してもらう。カウンセリングルームではお茶を出しリラックスできるようにしているという。コンシェルジ
ュや受付が接待しており、患者はゆったりと休息し、大体半日は滞在していくという。ある程度患者の歯への意識を高
めながら、医院の方針を浸透させ、医院の方針に理解をしてくれる患者を増やすという方針である。理解してくれない
患者は他の歯科医院に紹介してしまう徹底ぶりである。保険診療を中心にしながら自費診療も行うという歯科医院は多
いが、保険診療の比率の高い医院の場合は、
「か強診」の施設として登録し、往診にも出かけるという医院が多くなって
いるように思う。100%自費診療の医院が減少している原因はいろいろと考えられると思うが、例えば CAD/CAM を使って
の小臼歯歯冠補綴の保険収載に見られるようにかなり高度な治療内容が保険治療に適用されるようになったことが大き
いと思う。医療法人等の医院規模が大きくなればなるほど、安定した収入確保が不可欠となり、保険診療の安定確保が
不可欠となるのであろう。TV で見かける有名人の俳優や会社役員、その家族を患者に持つ歯科医院でも、自費診療だけ
では厳しく保険診療の安定確保が不可欠のようである。
（つづく）
※玉ヰニュース 2017 年 8 月号より転載。

★今週の新刊

『 3D 根管解剖 』
～CG を操作してイメージする髄腔開拡・根管形成～

髄腔開拡や直視できずに困難をきわめる根管形
成の要点を、解剖学的な特徴と関連付けながら解
説。歯髄腔・根管の基本形態を全周方向から閲覧
できるソフトウエアと、CG ソフトウエアから素
材をキャプチャーし、必要十分な解説を加えた書
籍で理解を相互に補完できる書。
●監著＝木ノ本 喜史
●出版＝医歯薬出版
●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

『 内科医から伝えたい
歯科医院に知ってほしい糖尿病のこと 』
歯科医院における糖尿病患者の診療の際、知って
おくべき知識や注意点などを内科医がやさしく
解説。糖尿病患者における歯周治療の重要性や口
腔感染制御の必要性について、わかりやすくまと
めた歯科界初の一冊。
●著 ＝西田 亙
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,200 円＋税
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