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ペンギンアルファ／YAMAKIN
＜歯科重合用光照射器＞

スッと届く、ぱっ！と固まる歯科重合用光
照射器“ペンギンアルファ”が YAMAKIN
から発売されました。スタンダードモード
やハイパワーモード（高出力で短時間）に
加え、さまざまな歯科治療に対応できる多
彩な 5 つの照射モードを設定できます。ま
た、CR の硬化に必要な青色 LED に加え、
ホワイトニングや表面滑沢材の硬化に必
要な紫色 LED も搭載し、幅広い材料に対
応します。

-

【特徴】
●コンパクトなヘッド形状のため、開口量
の少ないお子様やご年配の方にも適し
ており、使いやすさにこだわった設計で
す。また、ヘッド部がストレート形状で
あるため、7 番遠心部や頬側臼歯部の光
照射も容易です。
●ペンタッチやガンタッチともにグリッ
プしやすいハンドル形状です。
●スタンダードモード、ハイイパワーモー
ド、ソフトモード、ホワイトニングモー
ド、オルソー（矯正）モードの 5 つの
照射モードから症例に応じて選択が可
能です。
●スタンダードモード（1200mW/cm2）
の 10 秒とハイパワーモード（2400
mW/cm2）の 4 秒は同等の硬化物性を
示します。ソフトモードは徐々に光量が
強くなっていくモードで、急激な重合収
縮を抑える効果が期待できます。
標準価格＝本体一式 130,000 円

『 軟化象牙質除去用 H1SEM 』
＜ コメット ＞

標準価格＝1 本入 980 円
5 本入 4,900 円

シェイク！ミックスストーン
／ジーシー

乳酸菌 Premium FK-23
／芝田薬品

＜超速硬石こう（模型用）＞

＜濃縮乳酸菌＞

ジーシーから 2 月 21 日発売される“シェ
イク！ミックスストーン”は、専用シェイ
カーで 20 秒間シャカシャカと練和する全
く新しいタイプの超速石こうです。練和直
後はサラサラとした流動性のため、気泡の
巻き込みを低減し、効率良く作業が行えま
す。また、スピード硬化特性により、注入
後わずか 5 分で印象体から模型の撤去が
行えます。
【特徴】
●粒子表面に特殊なコーティングを施す
Neo S.O.C テクノロジー技術により、
粒子同士に反発力を加え、高い流動性を
付与します。
●アンチフォーミングテクノロジーの特
殊成分により、石こう練和泥の表面張力
を低下させて気泡を破裂させます。それ
により、シェイク直後には見えている気
泡が徐々に消えて無くなります。
●キャップとボトルでムダなく計量が行
えます。
●シェイク開始から約 50 秒後は、一気に
トロッと盛り上げやすく、急激に粘度が
増します。
●シェイクして⇒流して⇒5 分待つだけ！
院内ワークフローの効率化が図れます。
●色調はピンク、イエローの 2 色。
標準価格＝1 箱 3kg（1.5kg×2 袋）
2,980 円
専用シェイカー1 個 800 円

健康に役立つ 5 つの特許を取得した
FK-23 乳酸菌を配合した乳酸菌ゼリー
“乳酸菌 Premium FK-23（人由来）
”が
芝田薬品から発売されました。1 包あたり
乳酸菌 1,000 億個、食物繊維 500mg、
2.8 キロカロリーの健康食品です。
【特徴】
●FK-23 乳酸菌は、人由来の乳酸菌で、
エンテロ＝腸、コッカス＝球菌の通り、
腸内から摂った丸い乳酸菌です。丸くて
小さいため、ビフィズス菌のような棒状
の菌よりも吸収されやすく、生きた菌で
はなく、加熱処理された菌です。
●他の乳酸菌は元より、免疫力が高いフェ
カリス菌の中でも、FK-23 は特に高い
活性を示します。
●ヨーグルト 10ℓ分の乳酸菌量。
●力を発揮する加熱殺菌体で、免疫力を高
める力が生きた菌と比べて 3 倍。一度
に大量に摂取することができます。
●マイルドなヨーグルト味です。
標準価格＝1 箱 30 包入 4,500 円

低速でもサクサク切削！
今回ご紹介する商品は、㈱モモセより販売のコメット社製のカーバイドバー『軟化象牙質除去用
H1SEM』です。振動と目詰まりを防止するクロスカットが付与されており、このクロスカットに
より切れ味が高くなっていますので、毎分 1500 回転の低速でも軟化象牙質をサクサク削れます。
また、錆に強いタングステンカーバイド製のブレード（軸部はステンレス製）を採用していますの
でオートクレーブでの繰り返し滅菌が可能です。ネック部分も通常のスチールバーに比べ細くなっ
ておりますので視野の確保もしやすくなっております。
ご使用いただきました先生にお伺いしたところ、
「非常に切れ味が高く、長持ちします。低速で
もサクサク削れるのでストレス軽減になり、一度使用するともう普通のスチールバーには戻れませ
ん。
」とのお声をいただいております。軟化象牙質の除去が快適且つスムーズに行われることで患
者様への負担も減り喜んでいただけると思います。是非、一度この切れ味をお試しください！詳し
くは弊社担当営業者にお声掛けください。
大分店 営業課 大田 章太郎
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歯科医院経営を考える（４８５）

デンタル・マネジメント・コンサルティング
稲岡 勲

～ 新専門医認定制度 ～
新年早々から私事で恐縮だが、風邪をこじらせて肺炎にかかり、近くの内科の T 先生に連日点滴を打ってもらう羽目
になった。気管支が弱いという点は承知していたがまさか肺炎になるとは考えもしなかった。連日診療を受けて知った
のは T 先生の徹底した患者中心の診療姿勢と意外に低い保険点数である。日曜日でも筆者１人のために医院を開けて点
滴を打ってくれたことに頭が下がった。しかも意外な低い点数に驚いた。レントゲン写真を撮って 210 点、点滴 89 点、
投薬 167 点、再診料 125 点、合計 591 点である。献身的な先生と充実した保健医療体制には、ただただ感謝するのみで
ある。ところで今年の 4 月から専門医の認定制度が変わるという。現在医師は医療法において診療科目として標示しう
る科目のうち自主的に選んでそれを掲げることが許されている。これに対して昭和 32 年に麻酔学会が麻酔指導医制度を
定めて以後、次々と各学会認定の専門医が登録され、日本専門医制評価・認定機構に加盟する 83 学会がそれぞれ専門医
を認定していた。しかしそれぞれの学会によって認定基準がバラバラで統一性がないということで、昨年新制度のもと
で日本専門医機構が引き継ぎ、新専門医制度がスタートした。この制度により新卒医師は初期臨床研修（2 年間）終了後
に、19 の基本診療領域（内科、外科、小児科、産婦人科、精神科等）のいずれかの専門医資格の取得が求められる。そ
の後さらに専門性の高いサブスペシャルティ領域（消化器、循環器、呼吸器、血液、内分泌代謝など）の専門医を目指
すという方向の二段構えの専門医制度である。なお新制度では家庭医という位置づけで「総合診療専門医」が新設され
た。昨年 11 月に 2018 年度の専門研修の一次募集が締め切られたが、内科と外科の専門医になるためには僻地勤務が義
務付けられたために、それを嫌った医学生達の内科、外科離れが加速する一方、過剰気味となっている眼科志望者が二
割以上も増えたと言われている。研修を受ける医師からすればいろんな症例の研修が受けられる大都市に集中するのは
当然ではないか。特に新規の外科医の希望者が少なかった群馬県、山梨県、高知県では希望者がたった１人だったと言
われている。これでは地域医療の崩壊は免れない。何よりも幾多の症例を経験している先生だからこそ安心して受診で
きる患者の立場にもっと配慮した専門医制度であってほしいと思う。
（つづく）
※玉ヰニュース 2018 年 2 月号より転載。

★今週の新刊

『 乳幼児から高齢者まで
すべての患者さんへのフッ化物活用ガイド 』
高濃度フッ化物配合歯磨剤をはじめ、種々のフッ
化物の効果を引き出す最新のフッ化物活用法を
まとめた書。乳幼児から高齢者までライフステー
ジ別に効果的な使い方はもちろん、説明の仕方ま
で掲載。本の内容を臨床にフィードバックでき、
チェアサイドでの臨床力アップに最適な一冊。
●著 ＝荒川 浩久
●出版＝インターアクション
●価格＝6,400 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

『 子どもの歯と口のケガ 』
「歯と口のケガ」をわかりやすく解説した初めて
の書。あわてずに、ケガに対処するための知識と
知恵の一冊。
「歯の外傷専門外来」を開き、歯の
修復と保存に力を注いできた著者が伝える書！
●著 ＝宮新 美智世
●出版＝言叢社
●価格＝1,800 円＋税
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