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ウォッシャーディスインフェクター

-

／ホシザキ

JMS 舌圧測定器 TPM-02
／ジーシー

松風ブロック HC スーパーハード
／松風

＜ウォッシャーディスインフェクター＞

＜舌圧測定器＞

＜CAD/CAM 冠対応レジンブロック＞

スピーディーな洗浄時間と確かな洗浄能
力を兼ね備えた“ウォッシャーディスイン
フェクター”
（内外歯材取り扱い）がホシ
ザキから発売されました。貯湯タンク一体
型により、昇温時間を大幅に短縮した迅速
な洗浄サイクルを実現。また、強力な洗浄
ポンプを搭載し、独自のノズル形状で隅々
まできれいに洗浄します。

ジーシーから発売された“JMS 舌圧測定
器 TPM-02”は、舌の運動機能を最大舌
圧として測定するコンパクトサイズの舌
圧測定器です。測定値は摂食嚥下機能等に
関連する口腔機能検査の指標となります。

松風から発売された“松風ブロック HC ス
ーパーハード”は、大臼歯に対応した曲げ
強さを 301MPa（37℃水中浸漬 1 日後：
代表値）を実現した大臼歯 CAD/CAM 冠
対応レジンブロックです。新開発フィラー
（Ω-PFS フィラー）と実績のあるモノマ
ーテクノロジー（PUDA モノマー）の 2
つの技術を融合した「DUO-Tech テクノ
ロジー」によって生まれました。

【特徴】
●貯湯タンクと本体を一体型にすること
でスムーズに給湯します。貯湯タンクで
は 80℃の消毒用の熱湯を常時スタンバ
イでき、各工程への移行を待たずにスピ
ーディーにおこない、洗浄から消毒まで
１サイクル約 25 分を実現します。
●ハイパワーな洗浄ポンプを搭載し、庫内
に溜めた約 6L の洗浄水を一気に噴射し
ます。
●独自のノズルで洗浄水を扇状に強力に
噴射し、広範囲・細部まで一気に洗浄し
ます。
●作業工程別に洗浄水の温度を調節し、消
毒工程では貯湯タンクにあらまじめ確
保された熱湯をダイレクトに使用しま
す。

[特徴]
●幅 74mm、高さ 120mm、厚さ 27.5
mm のコンパクトサイズなので、片手
で簡単に保持できます。何処へでも持ち
運びがしやすい大きさです。
●必要な操作ボタンは「電源ボタン」と「測
定/リセットボタン」の 2 つで、簡単に
操作が行えます。
●大型液晶パネルの採用で、最大圧と現在
圧、そして測定時のレベルサインが大き
く表示されます。測定結果の確認や患者
へのフィードバックがしやすくなって
います。
●舌圧測定データ表示用ソフトウェアに
より、デジタル舌圧計から送信された舌
圧測定データをパソコンへ出力し、デジ
タル数値、波形グラフ、レベルサインと
して表示します。

【特徴】
●すぐれた曲げ強さを有し、37℃水中浸
漬 7 日後の 3 点曲げ強さが CAD/CAM
冠用材料（Ⅱ）の規格値（240 以上）
を満たしています。
●ビッカース硬さはCAD/CAM冠用材料
（Ⅱ）の規格値（75以上）を満たしてい
ます。
●すぐれた耐着色性を有し、長期にわたる
審美性の維持が期待されます。
●無機フィラーを高密度充填したスーパ
ーハードは、耐水性にすぐれ、口腔内で
安定した物性を維持します。
●ブロック1個につき、トレーサビリティ
シールを同封。
●ブロックサイズはMサイズの1種類で、
色調は4色をラインナップ。

標準価格＝本体一式 980,000 円

標準価格＝本体一式 160,000 円

標準価格＝5 個入 24,200 円

『 マイクロライト
コードレスバタフライ 』
＜ マイクロテック ＞

標準価格＝本体一式 98,000 円

超軽量 23g を実現したルーペ用コードレス LED ライト！
今回ご紹介させて頂く商品はマイクロテックより発売されております、ルーペ用コードレ
ス LED ライト『マイクロライトコードレスバタフライ』です。この商品は、重さ 23g と
軽く付属のアタッチメントアダプターによりルーペや眼鏡に装着できます、センサータッ
チによる ON/OFF が可能で、バッテリーはマグネットタイプのワンタッチ交換が可能で
す。特徴といたしましては、LED を光源に 25,000Lux の照度で明瞭な術野を確保します。
また、バッテリーは付属で 3 個を標準装備し、1 個あたりの使用時間は約 2 時間、充電時
間は 1 時間でフル充電します。さらに LED ライトによるレジンの硬化反応を抑制するオ
レンジフィルターを標準装備しております。
実際ご使用いただいている医院様からは、
「有線タイプの煩わしさから解放され、ストレ
ス無く使用できています。使用前は重量感が気がかりだったが使ってみると全く気になら
ない。
」と大変好評です。デモ機もご用意できますので、是非この機会のお試しいただきま
すようお願いいたします。
久留米店 営業一課 野口 義治
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歯科医院経営を考える（５０１）

デンタル・マネジメント・コンサルティング
稲岡 勲

～ 将来の地域モデル ～
最近はいろいろ調べ物をするときにインターネットを利用することが多い。
例えば知らない土地に出張するときの
宿泊先を探す場合は、インターネットの「るるぶトラベル」や「じゃらんネット」から探す。地域別に実に詳細な情
報が得られるからすぐ見つかり、予約も素早くできる。それはそれで便利なのだが、一度宿泊すると、そのホテルの
広告が全く関係のない画面でも頻繁に出てくるのである。つまり「何月何日にどのホテルを使ったか」の個人情報が
利用されている証拠である。またアマゾンで本を探し、購入すると、購入した本と関連する内容の本がずらずらと出
てくる。こうした個人の行動を AI 等の技術で自動的にチェックし広告に利用しているだけなら問題はないが、意図
的に収集、分析されているとなると怖い話である。中国では、当局に何らかの理由で要注意人物と認知された場合、
顔認証と市中の至る所に設置されたカメラで徹底的に追跡され、監視されるという。一度日本の某 TV 局の記者が試
験的に追跡を受けたところ 1 日の行動の全てが当局によって全て把握されていたというから恐ろしいことだ。
以前に
一度紹介した大分県臼杵市の「うすき石仏ネット」はその点からすると極めて安心のできるシステムだ。病院、医院、
歯科医院、調剤薬局、健診、消防署、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション、介護施設を結び患者情報を共有
することで、地域住民の医療状況や生活状況をネット上で共有できるように作られたシステムである。しかも上記の
ようなインターネットではなく、地元のケーブル TV の地域イントラネットを使用することで情報の流出を徹底して
防いでおり、しかもサーバーは津波の被害を受けないように安全な場所に設置しているというから凄い。また災害時
の救援活動で必要となる個人情報や医療状況も予め 70 歳以上の高齢者に対し定められた用紙を渡して書き込んでも
らい、プラスチック容器を支給して、その中に入れ冷蔵庫に保管してもらっているという。何故冷蔵庫か？冷蔵庫は
どこの家庭にもあり、災害時にも壊れにくく救助隊員が見つけやすいからだそうだ。臼杵市では地域振興協議会を住
民主導で立ち上げ高齢化しつつある既存の自治会を補完し、住民や PTA、地域の関係団体と連携強化を図り、住民に
よる高齢者の見守りや声掛け等を通じて地域の高齢者を支えあう仕組みづくりをしているというから凄いと思う。
（つづく）
※玉ヰニュース 2019 年 6 月号より転載。

★今週の新刊

『 小児歯科のレベルアップ&ヒント 』
～珠玉のアイデア&テクニック～

少子化が進む我が国では、従来よりも保護者が子
どもに目をかける傾向があり、こどもの歯科治療
への期待や要求は多様化しています。GP の視点
から取り上げた 72 のトピックを収載し、小児歯
科臨床をリードする約 40 名の大学&臨床家が、
最新の知見を交えて紐解いた、珠玉のアイデア&
テクニックを収載した一冊。
●編著＝田中 晃伸／牧 憲司／権 暁成
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝8,500 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

『 100 歳まで自分の歯を残す 4 つの方法
改訂新版 』
本書では、虫歯や歯周病予防、そして TCH 是正
を通じて、自分の歯を最後まで残すための実践的
なテクニックを紹介。また、この改訂新版では、
さらに治療効果を高めた TCH 是正法、むし歯・
歯周病予防法など最新情報をアップデートした
一冊。
●著 ＝齋藤 博
●監 ＝木野 孔司
●イラスト＝ヨシタケ シンスケ
●出版＝講談社
●価格＝1,400 円＋税
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