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エアロシールド
／エアロシールド㈱

グロッシー コート カラー
／山八歯材

VISION VERDE VS-105F
／モリタ

＜UVGI 紫外線照射装置＞

＜高分子系歯科用着色材料＞

＜保護めがね＞

エアロシールド㈱から発売されている“エ
アロシールド”は、高さ 2.1m 以上の天井
面に水平に紫外線ゾーンを作り、自然対流
で運ばれた空気中の浮遊菌を紫外線ゾー
ンを通過することで除菌し、空間全体の空
気環境改善を目的とした紫外線照射装置
です。特殊なルーパー（仕切り板）構造に
よる紫外線の上部水平照射の実現により、
人が生活する空間に影響を及ぼすことな
く、24 時間連続して空間を除菌します。
【特徴】
●本製品に使用している「UV-C」ランプ
の波長は 254nm で、紫外線の中でも波
長が短く、ウイルス抑制・浮遊菌の除菌
効果を持ち、常温利用可能など優れた特
性がある深紫外線（UV-C）です。
●ティッシュ箱ほどの小型軽量設計
（W280×H115×D125mm）
で重さ
は約 3kg により、
既存の建物への後付け
導入も可能です。
●空気清浄機とは異なりフィルターレス
なので，取り替えなど日々に発生するコ
ストが不要で経済的です。
●長寿命高性能紫外線ランプを使用して
いるので、24 時間連続の使用でも、約
7 ヶ月に一度のランプ交換を除いて、日
常の保守点検などは不要です。
●空間の広さと設置目安に応じて 2 機種
をラインナップ。
標準価格＝UKP-09 210,000 円
UKP-18 220,000 円

山八歯材から発売された“グロッシーコー
トカラー”は、チェアサイド（口腔内）
・
ラボサイド（口腔外）で使用が可能な高分
子系歯科用着色材料です。耐着色性・耐摩
耗性・高接着性に優れており、レジン系補
綴装置のシェードを素早く・自由にコント
ロールすることが可能です。
【特徴】
●光重合による変色が極めて少なく、重合
後も高い耐着色性を発揮します。
●硬化後も良好な耐摩耗性を有します。
●多くの被塗布物と優れた接着性を有し
ます。
●使用ステップは、レジン表面を粗造化に
表面処理を行った後、グロッシーコート
カラーにて塗布・キャラクタライズを行
い、光重合にて完成。
●色調はクリアーとブラウンの 2 色。原液
使用やクリアーとブラウンを混ぜて調
整が可能です。
●本製品はレジン系補綴装置用です。歯質
には使用でません。また、青色 LED
（450～480nm）のみを光源とする可
視光線照射器では使用できません。
標準価格＝ クリアー（8ml 入）6,000 円
ブラウン（5ml 入）6,000 円

モリタから発売された“VISION VERDE
VS-105F”
（発売元：ミドリ安全）は、
ミドリ安全史上最軽量「18g」を実現した
直掛けタイプの保護めがねです。圧倒的な
軽さで快適な付け心地が得られるスポー
ティースタイルの保護めがねです。
【特徴】
●イチゴ一粒（約 20g）よりも軽い、驚異
の 18g により、圧倒的な軽さを実現し
ました。
●新仕様の「フレキシブルノーズパッド」
により、痛みや跡を軽減。従来の PVC
ノーズパッドより鼻の当たる範囲が広
く、圧力が低くなることで、鼻パッド部
分の重量感やパッド跡を軽減します。
●ソフトテンプルの採用により、やわらか
いテンプルが頭を優しく包み込みます。
●テンプルの角度を調整することができ
ます。
●素材・材質は、レンズ部分はポリカーボ
ネート（両面とも曇り止めコート仕様）
で、フレームはプラスチック製。

標準価格＝本体一式 1,600 円

『 セラジルポイント 』
＜ 内外歯材 ＞

耐久性が高くスムーズに修整できる研削材！
今回ご紹介させていただく製品は、内外歯材㈱より発売されている形態修整用ダイ
ヤモンド研削材『セラジルポイント』です。陶材、セラミックス等の補綴修復物の研
磨に用いる器材でダイヤモンド粒子をガラスで結合し、ダイヤの集中度を高めてある
ため切削力が高く、耐久性も高い製品になっております。
実際にご使用いただいているお得意様からは、「カーボランダムポイントを使うよ
りも長持ちするし、ストレスなく形態修整ができる。
」とのお言葉を頂いております。
コースタイプとファインタイプの 2 種類があり、コースタイプは 5 形態、ファイン
タイプは 3 形態の合計 8 形態をラインナップしております。様々な形態から用途に
応じて使用することができます。是非この機会に一度お試しいただきたい商品です。
詳細につきましては弊社営業担当者までお尋ねください。

標準価格＝
ファインタイプ（5 形態）2,000 円～4,000 円
コースタイプ（3 形態） 1,600 円～4,300 円

長崎店 営業二課 坂井 和樹
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歯科医院経営を考える（５３３）

デンタル・マネジメント・コンサルティング
稲岡 勲

～ ウロギネコロジー ～
前立腺の手術、大腸のポリープ除去等々で入退院を繰り返し、やっと退院してきたら今度は妻が入院することとな
り、ばたばたと日が過ぎてタマイニュースの原稿が書けず２か月が過ぎてしまった。毎晩隣の患者のいびきに悩まさ
れ続け、身の回りの問題で右往左往し退院してきたら、ロシアとウクライナが戦争を始めるという事態に突入して世
界は大騒ぎである。腸のポリープは幸い手術することなく胃カメラで除去することができたので幸いだったが、妻の
方は 2 人の娘を出産してから子宮を切除しており、その関係で腸が下がってくるという症状で入院することとなった。
その時初めてウロギネコロジーという女性のための泌尿器科がある事を知った。現在日本に 8 院（北海道に 1 院、関
東に 3 院、名古屋に 1 院、大阪に 1 院、博多に 1 院、鹿児島に 1 院）しかなく貴重な存在である。
「旦那を連れて来
い」という院長の指示で大阪の高槻市にある病院を尋ね一緒に院長先生に面談した。院長の説明では、白い糸のよう
なひもで下がっている腸をつり上げるという。妻はもともと子宮が変形していると言われていた。最初の妊娠は流産
しており、長女の出産では、長女の頭にこぶができており、次の長男の時の出産は死産だった。ついで生まれた次女
の時は首が曲がっていて出産後医大病院に何回も通院してやっと正常に戻ることができたほどである。
苦労して設け
た子供であるから大切に育てたつもりである。現在は二人とも 2 人の子供を産んで近くに住んでいるから感謝、感謝
である。人間は自分の身の回りの幸せが一番大切だと思う。何気ない日常の生活の中にこそ幸せがあると思う。その
身の回りの幸せを維持するためにも平和を望む。その原点を押さえた上で未来を予測し、危機や災難を予測し、制度
や組織を、対外的な関係を築くことが政治指導者の役割であると思う。
（つづく）
※玉ヰニュース 2022 年 5 月号より転載。

★今週の新刊

『 歯冠修復治療のテクニカルリクワイヤメント 』
～歯冠修復物製作のための新しい咬合理論 FDO をふまえて～

歯冠修復物の外形基準、マージン部の形成と修復
材料の構成、
ワックスアップやセラミック築盛の
テクニック、オリジナルの咬合理論など、著者が
これまで提唱してきた歯冠修復治療の「理論」と
「実際」の集大成！エマージェンスプロファイ
ル、
スリープレーンコンセプト、
三角構造の理論、
骨格技法、
アナトミカルシューティングテクニッ
ク、FDO（Functionally Discluded Occlusion）
などを紹介。
“世界のクワタ”による歯冠修復治
療の「理論」と「実際」を網羅した一冊。
●著 ＝桑田 正博
●出版＝医歯薬出版
●価格＝22,000 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

『 歯周治療のガイドライン 2022 』
本ガイドラインは、2007 年に本学会で初めて
作成した歯周治療の総論である
「歯周病の診断と
治療の指針 2007」と、2008 年にその各論と
して作成された「歯周病の検査・診断・治療計画
の指針 2008」を基盤に、2015 年に上記 2 つ
の指針を統合・改定する目的で「歯周治療の指針
2015」が発刊され、その改訂版。日本におけ
る歯周病の実態、分類、全身疾患への配慮、検査、
診断、治療計画、口腔バイオフィルム感染症、イ
ンプラント周囲疾患の治療、
さらには継続管理ま
でを視野に入れて作成された一冊。
●編 ＝特定非営利活動法人 日本歯周病学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,200 円＋税
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