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クリアファイバーⅣ
／日本歯科商社
＜歯科用口腔内デジタルカメラ＞

日本歯科商社から発売された“クリアファ
イバーⅣ”
（製造：セルフメディカル）は、
デジタル口腔内撮影用光ファイバーユニ
ットとパナソニック 社製ルミックス
（DC-FZ85）のデジタルカメラをセット
にした歯科口腔内撮影用デジタルカメラ
です。独自の光ファイバーにより、内臓フ
ラッシュの光を効率よく均一に被写体へ
と伝達し、鮮明な口腔内写真を撮影するこ
とができます。

クリアフィルマジェスティ ES フロー

ユニバーサル High & SuperLow
／クラレノリタケデンタル

クラレノリタケデンタルから発売の「クリ
アフィルマジェスティ ES フロー」の
“High”と“SuperLow”にユニバーサ
ルが追加発売になりました。天然歯と近似
した「光透過性」
「光拡散性」を持つこと
で周囲の歯に親和することができます。ま
た、これまでシェードごとに付与していた
CR 自体の色調については、歯質の色に影
響を与えない色調設計「ユニバーサルクロ
マ」を採用することで、より自然な外観を
実現します。

【特徴】
●内蔵ストロボを導光する光ファイバー
製伝達部とホルダーというシンプルな構
造のため、軽量コンパクトモデルです。
●撮影毎に操作するボタンは電源とズー
ムのみ。口腔内全般を一つのモード（C：
カスタムモード）で撮影できます。
●内蔵ストロボを光ファイバーで導光す
るため、カメラの自動調光機能を生かす
ことが可能になり、難しい設定をしなく
ても最適な露出で撮影ができます。
●ホワイトバランスはカメラのプリセッ
トを使用するため、安定した正確な色で
撮影できます。また、カメラの内蔵の手
振れ防止機能搭載により、手振れを軽減
します。

【特徴】
●クリアフィルマジャスティ ES フローユ
ニバーサルは、U または UD の 1 色で、
幅広い天然歯、症例に対応するフロアブ
ルコンポジットレジンです。
●ES フローの特性（臼歯部咬合面に使用
可能な機械的強度、操作性に優れたペー
スト性状、易研磨性と滑沢耐久性）を継
承。
●複数シェードを U、UD に統一すること
で、マイナーシェードの使用期限切れな
ども防ぎ、在庫管理がシンプルになりま
す。
●マジャスティ ES フローHigh ユニバー
サルは U、UD、UOP の 3 色を、マジ
ャスティ ES フローSuperLow は U、
UD の 2 色をラインナップ。

標準価格＝本体一式 350,000 円

標準価格＝2.7g/1.5ml 入 ４,300 円

『 KF94 3D フィットマスク 』
＜ サンデンタル ＞

標準価格＝25 袋（1 枚個装）1,800 円

歯科用ミリングマシン
MD-500S
／クラレノリタケデンタル

クラレノリタケデンタルから発売された
歯科用ミリングマシン“MD-500S”は、
キャノン電子（製造）が工業用加工機で培
った経験を活かして開発。高剛性思想を受
け継ぎながら、より高速・高精度な加工、
および小型化と使いやすさを両立させた
歯科用ミリングマシンです。
【特徴】
●従来型の MD-500 の特徴を継続し、剛
性の高い RIGID BODY・ホルダチャッ
ク構造により、高速スピンドルで安定し
た加工を実現しました。
●X、Y、Z 軸を１フレームペースに集中配
置することで高い剛性を実現。高速駆動
してもドリルや加工物のたわみ・ブレを
抑え、高精度な加工を行うことが可能で
す。また、ドリルの把持には「ホルダチ
ャック方式」を採用し、ドリルの把持力
が高いだけでなく、回転によるブレも少
なく、精度の高い加工が可能です。
●Ｃ型ディスク固定プレートの採用によ
り、側方切削が可能です。
標準価格＝本体一式 4,980,000 円

３D 立体構造で呼吸しやすいマスク！
今回ご紹介させていただきます商品はサンデンタル㈱より発売されています『KF94 3D
フィットマスク』です。マスクを使用した際に、口紅やグロス、チークなどの化粧が付いた
ことはありませんか？この商品は、３D 立体構造のマスクで口とマスクの間に空間ができ触
れないので、口紅などが付きにくいです。また、４重構造の高効率フィルターを採用し、黄
砂や PM2.5 などの微細なほこりを遮断します。一見、４重構造の高効率フィルターの為、
息苦しいように思えますが、口とマスクの間に空間が出来ている為、息苦しくもなく会話も
しやすいです。感染予防の為、眼鏡やゴーグルをご使用する機会が増え、眼鏡やゴーグルが
曇ってしまうことがご経験あると思いますが、ワイヤー内臓でしっかり鼻にフィットするた
め、曇りにくくなっています。
ご使用いただいている医院様より、「息苦しさもなく、患者様と話をする際、会話しやす
い。」「1 枚 1 枚個別包装されているので、衛生的で外出する際も、持ち運びしやすい。」
「小顔に見える。」などの声を頂いております。インフルエンザが気になりはじめる季節、
是非この機会にお試し下さい。
長崎店 営業二課 用皆 智広
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歯科医院経営を考える（５３０）

デンタル・マネジメント・コンサルティング
稲岡 勲

～ 歯科医院経営の多様化 ～
ビジネス誌のプレジデントが「歯と眼の大問題」という表現を掲げて特集を組んでいる。
「歯科医に対する不
満の調査」では、
「不満」があると答えた人が全体の 60.7%もいると書いている。不満があると回答した人のうち
多かったのは「治療の質」
（54.5%）
、
「待ち時間が長い」
（26.1%）
、「予約の取りずらさ」
（25.9%）
、「態度が悪い」
（20.8%）だという。ただ「治療の質」と回答した人のうち 54.9%は「歯科医に対する満足度」において「治療の
質」と回答しており、半分以上は満足しているということである。特に「予約の取りずらさ」や「待ち時間の長
さ」に不満を挙げている人の中で、
「治療の質」に満足している人が 60.1%もいることであり、治療に満足してい
る患者ほど予約の取りずらさや待ち時間の長さに不満を持っているということだろう。診療内容に満足している
患者の場合、待ち時間や予約の取りずらさに少々不満があっても来院してくれるから問題はないが、それでも何
回かの通院の中で 1 回くらいは早く診る機会を設ける等の配慮が必要ではないか。また同誌は自由診療について
も取り上げているが、その中に自由診療が愛される 4 つの理由として、①歯科医のやる気が違う、②だらだら通
わず一気に治療、③節税効果、④治療の自由度が高い、を挙げている。節税効果は所得の高い人ほど節税効果も
大きくなるから、高所得者にとっては自費診療を選択し易くなる。自由診療を中心に診療している歯科医院も、
最近はその経営形態は大きく変わってきているように思う。都心部で経営者等の高所得者を対象に診療する歯科
医院や、自費診療を行うだけでなく、郊外に別荘地を確保し、周囲にバラを植え、テニスコートやコンサートの
会場を作り、宴会や音楽会を楽しむというような趣味や生き方のグループを形成している医院もあり自費診療中
心の歯科医院も多様化してきていると思う。多くの歯科医院を見ていると、市街地と住宅地では医院と患者との
関係が少し違うように思う。市街地はいろいろな患者が来院するが、
「立地条件の良さ」が来院の動機となって
いる患者が多い。また院長の治療技術に魅かれて来院する患者もいる。技術ではなく、院長やスタッフとの人間
的魅力に魅かれて来院する患者もいるが、上記のようなある種のクラブ的発想集団を形成しているものもある。
患者の来院動機が多彩になってきているように思う。
（つづく）
※玉ヰニュース 2021 年 12 月号より転載。

★今週の新刊

『 DH のためのメインテナンス 1st book 』
～ハンドスケーリング&超音波スケーリング
&エアアブレーション～

歯科医療の進歩とともに、
歯科衛生士が行うメイ
ンテナンス業務も様変わりします。本書は、現代
のメインテナンスにおいて欠かせない技術とし
て、
「ハンドスケーリング」
、
「超音波スケーリン
グ」
、
「エアアブレーション」の 3 つに絞って紹
介。
これから本格的にメインテナンス業務を担当
する方、
新たな器材や技術を取り入れたい方など
最初に読む書籍として活用できる一冊。
●著 ＝加藤 久子
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,400 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

DHstyle 増刊号

『 歯科保健指導 180Answers 』
～あの 4 名が、今度は最もムズカシイ指導のコツを伝授～

本書は、
歯科衛生士が日々の歯科保健指導で悩み
やすい 36 項目を取り上げ、経験豊富な CASK
の 4 名それぞれの回答に加え、読者自身の答え
も加えることで、一冊を通して 180 の答えが手
に入る書。若手歯科衛生士はもちろん、指導の引
き出しを増やしたい中堅・ベテランまで、あらゆ
る方が活用できる一冊。
●監修＝㈱Tomorrow Link
●著 ＝濵田 智恵子／片山 章子
横山 朱夏／青木 薫
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,200 円＋税
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