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マイクロモーターPRＩME 1210E

TD ベスト 3D／日本歯科商社

／プレミアムプラスジャパン

EX. kodomo F
／ライオン歯科材

＜充電式マイクロモーター＞

＜乳歯列期用子ども歯ブラシ＞

＜3D プリンター専用
急速加熱型リン酸塩系埋没材＞

-

プレミアムプラスジャパンから発売され
た“マイクロモーターPRＩME 1210E”
は、軽量で手軽に持ち運びができる充電式
マイクロモーターです。小型、軽量で携帯
性に優れ、最高回転数 30,000rpm によ
り、様々なシーンで活用できます。3 時間
の充電で約 25 時間の長時間の使用が可能
です。
【特徴】
●ISO 規格のコントラ・ストレートが着脱
可能で、正逆回転機能付き、正回転時は
グリーン、逆回転時はレッドランプで表
示します。
●ベルトクリップ付なので、往診時に有効
です。
●ブラックとホワイトの 2 色をラインナ
ップ。

標準価格＝本体一式 58,000 円

『 W リトラクター 』
＜ サンデンタル ＞

まがる！おれない！「安全ハンドル」を採
用した子供用歯ブラシ“EX. kodomo F”
がライオン歯科材より4 月22 日に発売さ
れます。ブラッシング中の転倒時などお口
への負担を軽減する乳歯列期用子ども歯
ブラシです。
【特徴】
●転倒時の衝撃低減効果のあるフレキシ
ブルネックハンドルを採用し、年齢状況
（0～2才、3～5才）に合わせたサイズ
と設計で、毎日の歯みがきの安全性と磨
きやすさを両立した歯ブラシです。
●0～2才用はブラッシングの習慣づけ
に、
3～5才用はネックの曲がりやすさと
ともに子供の自分磨きでもきちんと磨け
て歯垢も落とせる清掃力を実現します。
●しっかり握れる太めのストレートハン
ドルを採用し、柄の部分には子供が喜ぶ
かわいい動物キャラクターがデザインさ
れています。
患者参考価格＝1 本 250 円（税別）

日本歯科商社から4 月22 日に発売される
“TD ベスト 3D”は、急速加熱に対応し
た 3D プリンター用リン酸塩系埋没材で
す。操作性も高く、また、粒子間の隙間が
大きく通気性の高さを実現することで、滑
沢な鋳造面を実現します。
【特徴】
●新規結合補助材により、3D プリントパ
ターン燃焼時のガス抜けが良くなった
ため、急速加熱が可能となり、短時間で
滑沢な鋳造面を得ることができます。
●ゆとりのある操作時間で、流動性もよ
く、優れた作業性を実現します。
●混液比を調節することで膨張率を調整
し、適合のコントロールが可能で、思い
通りの安定した適合精度を得ることが
できます。
●3D プリンター樹脂以外の一般歯科材料
の埋没にも適用します。
標準価格＝
・粉末 10kg 入
（400g×25 包）15,000 円
・液体 1,000ml 入
3,200 円

1 つで 2 役万能口角鈎！
今回ご紹介させていただく商品は、サンデンタル㈱から発売されております万能口
角鈎の『Ｗリトラクター』です。特徴としまして、
⓵口腔内写真撮影及び口腔衛生指導する際に、口腔内の視野を広く確保できます。
➁半円形部は正面･側面観撮影に、フック部は咬合面観撮影に使い分けができます。
➂持ちやすさも向上し、作業効率を高めます。
➃滑らかな素材が、口唇に不快感を与えません。
➄オートクレーブ滅菌が可能です。[乾燥工程不可]
ご使用いただいている医院様では、「1 本で 2 タイプの口角鈎を兼ね備えており使
い勝手がよくとても便利です！」とのお言葉を頂いております。デモ品もご用意ござ
いますので、弊社の営業担当者までお問合せ下さい。

標準価格＝2 個セット 4,800 円

福岡店 営業三課 田代 昌大
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歯科医院経営を考える（４９９）

デンタル・マネジメント・コンサルティング
稲岡 勲

～ 有給休暇の取得義務化 ～

OEDC（経済開発協力機構）が公表している主な国の 1 週間の平均労働時間数を比べると次のようになる。中国 46
時間、韓国 43 時間、日本 39 時間、イタリア 37 時間、アメリカ 37 時間、フランスおよびイギリスが 36 時間、ドイ
ツ 35 時間である。我が国もかなり短くなったがそれでも先進国では最高に長い。そうした事情からか、今年の 4 月
1 日から働き方改革関連法案が施行される。大きくは 3 項目の改革が実施されるが、歯科医院にとっての問題は、
「年
次有給休暇の取得義務化」
である。
使用者は 10 日以上の年次有給休暇が授与される全ての従業員に対して毎年 5 日、
時季を指定して与えなければならないとしている。
これは我が国従業員の有給取得日数が低いことが原因で作成され
たと言われるもので、すでに休みと決まっている正月休み等の休みを縮小して与えるといったことを禁止している。
具体的な基準では、週に 30 時間以上働いているパート、もしくは週 30 時間未満であっても週に 5 日以上勤務してい
る従業員の場合、勤続 7 か月目から有給 10 日の付与が義務付けられており、この場合 5 日の有給休暇の時季を指定
して、
（〇月〇日と具体的な日を指定）与えることとなっている。つまり強制的に 5 日の有給休暇を取らせるという
政策である。パートの有給休暇の場合は、1 日の分の給与が支給されるから、与えられた有給は確実に請求してくる
が、常勤の従業員の場合は取りにくいのが現状だと思う。しかし 5 日は「時季を指定して」与えなければならない。
また正規の従業員とパート等の従業員との不合理な待遇差を禁止するという項目も設けられている。
こうした法令は
人手不足の現状からは厳しい内容だが乗り越えざるを得ない。
また働き方改革を実践していくには医療サービスの質
を落とさずに医院の生産性をどう高めるか真剣に考える必要がある。
私共の試算した 100 件余の歯科医院の労働生産
性として、スタッフ 1 人（ドクター、技工士を除く院内のスタッフで、パートは 0.5 人と計算）あたりの月額平均収
入を算出しているが、その金額が月額 1,234 千円となる。これを少なくとも 10%、月額 1,350 千円程度にひきあげる
必要があると思う。
（つづく）
※玉ヰニュース 2019 年 4 月号より転載。

★今週の新刊

『 Clinical Provisional Restoration 』

『 GP でもできる反対咬合“早期治療”BOOK 』

～VISUAL プロビジョナル・レストレーション～

～子どもの反対咬合に即効！顔貌も改善します。～

プロビジョナルの形態修正に関する客観的な基
準を明示し、
「スリープレーンコンセプト」と「エ
マージェンスプロファイル」の原則にのっとった
形態付与の仕方を伝授した一冊。作業のイメージ
ングがしやすいよう、その理論とテクニックを短
文と VISUAL で学べる書。前作の支台歯形成（前
歯部・臼歯部編）～プロビジョナル作製までの一
貫したコンセプトとテクニック、そのすべてを習
得できる三部作の最終章！

不正咬合は見た目でわかる形態的な疾患である
ため、子どもに異常があれば一般臨床医でも容易
に早期発見が可能です。本書は一般臨床医が早期
に発見した子どもたちの反対咬合を、早期に治療
するためのポイントを簡潔明瞭にまとめた一冊。
●著 ＝鈴木 設矢
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,800 円＋税

●著 ＝西川 義昌
●出版＝インターアクション
●価格＝4,600 円＋税
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