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Murata 口腔湿潤計ムーカス
／ヨシダ

ガム・プロズ 歯間ブラシ
バレルカット／サンスター

デュアトロン PRO S-700
／サンデンタル

＜口腔湿潤計＞

＜歯間ブラシ＞

＜ジルコニア焼成用シンタリングファーネス＞

サンスターから発売された“ガム・プロズ
歯間ブラシバレルカット”は、複雑な凹み
にやさしく届くバレルカット形状の歯間
ブラシです。バレルカットはテーパーカッ
トよりも毛丈が長く、また毛丈の最も長い
位置を中央部に配置。長い毛丈は複雑な歯
間の凹みに届き、プラークの除去に効果的
です。

サンデンタルから発売された“デュアトロ
ン PRO S-700”は、最短 40 分で焼成が
可能なスーパーファストシンタリングフ
ァーネスです。これにより 1Day トリート
メントも可能で、デユアトロン PRO シリ
ーズの最上位機種モデルです。

ヨシダから発売中の「口腔水分計ムーカ
ス」が、さらに使いやすくなって“Murata
口腔湿潤計ムーカス”としてリニューアル
発売されました。約 140g の低荷重で測定
できるセンサの開発により、たった 1.5 秒
で口腔内の湿潤状態が計測できます。患者
様はもちろん、測定者にも負担が少なく測
定を行うことができます。
【特徴】
●口腔内に挿入しやすい小型ヘッドと舌
の接触がわかりやすい形状で、簡単に操
作が行えます。
●9 件分の数値を記憶するメモリ機能を搭
載し、測定ごとに計測値を記載する必要
がなく一人での計測も可能です。
●液晶画面はバックライト付きのため表
示値が見やすく、読み違いを防ぎます。
●独自構造のセンサカバーに保護シート
付きで衛生的です。センサカバーはシワ
が寄りづらく、膜の厚みにバラつきが少
ない素材を採用。さらに、装着や着脱、
測定位置が合わせやすい独自構造によ
り、測定に慣れない方でも正確な測定が
簡単スムーズに行えます。
●本体の管理や持ち運びに便利なハード
ケースも付属。ケース内には予備のセン
サカバーも入ります。
標準価格＝本体一式

オープン価格

『 D ファンクション 』
＜ 伊藤超短波 ＞

標準価格＝本体一式
180,000 円
パッド（8 枚入×10 袋）4,800 円

【特徴】
●歯と歯肉にソフトにあたるので、歯肉炎
症部にもおすすめです。
●先端部分と後端部分の毛丈が短いこと
でスムーズに出し入れが可能です。
●バレルカットの長い毛によって、サイズ
が変動しやすい時期の歯間空隙にも幅
広く毛を届かせることができます。
●4 本入 1 個と 50 本入の指導用をライン
ナップ。4 本入は携帯に便利なキャップ
（1 個）付き。指導用はビニール包装さ
れており、
1 本ごとにキャップ付きです。
●サイズは S と M の 2 種類。

【特徴】
●耐熱温度 1,850℃の二珪化モリブデン
ヒーターを採用。ジルコニア焼成時の熱
線に十分な余裕をもたせながら焼成す
ることが可能です。
●スケジュール通りの安定した温度管理
を実現するとともに、焼成スケジュール
の変更が可能です。
●耐熱温度が高いことで、モリブデンの溶
解による熱線の汚染がほとんどなく、均
一な加熱・係留が可能です。
●最大 10 歯／3 連冠まで焼成が可能で
す。また、グレーズ作業も可能です。
●AVR（自動電圧調整器）付です。

患者参考価格＝4 本入 1 個 352 円
（税込）

標準価格＝本体一式 1,700,000 円

様々なシーンに応用できる電気刺激装置！
今回ご紹介させていただきます商品は、伊藤超短波㈱より販売されております歯科用両側性筋
電気刺激装置『D ファンクション』です。ファンクショナル波形による電気刺激を与えることで、
顎関節や咬筋など頭頚部の鎮痛緩和や筋肉の弛緩が可能な装置となります。また、通電した際の
皮膚への刺激が少ないので、患者様が快適にご使用いただけます。特徴といたしましては、次の
通りです。①場所を選ばないコンパクトサイズでありながら治療用グローブをしたままでも押し
やすい大きなタッチパネルを採用。②デフォルトの出力は 30mA で安全性にも配慮。③CH1 と
CH2 でそれぞれ別々の設定が可能で、多彩な５つのモードにより症状に合わせた治療が可能。④
患者様の肌に触れるＤファンクションパッドは、衛生的なディスポーザブルタイプを採用。⑤歯
科診療報酬保険点数の請求が可能。
【医 H002】85 点、等です。
ご使用いただいている医院様からは、
「患者さんにスッキリしたと喜んでもらっている。
」
「自分
自身にブラキシズムがあり、寝る前に使用して寝ると熟睡できる。
」「腰痛の際に使用して動ける
ようになった。
」など様々なシーンでご使用いただいております。デモ器のご準備もございますの
で、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。
鹿児島店 営業三課 大山 奈織
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歯科医院経営を考える（５３５）

デンタル・マネジメント・コンサルティング
稲岡 勲

～ 医学部の地域枠制度 ～
医学部には「地域枠制度」という制度がある。2008 年度の入試から導入された制度だが、医師不足、診療科の
偏在が見られる地域での医学部入学者の選別方法で、卒業後は特定の地域で診療を行うことを条件に、通常の入
学者とは別枠で実施される。2018 年の医療法・医師法改正で都道府県の権限が強化され、医学部定員に地元出身
者の枠が設けられるようになったが、2021 年度の入試では医学部定員 9,357 人中、地域枠は 1,724 人を占めたと
言われている。都市部に人口が集中し、少子高齢化による人口減少が進み、地方の医療体制の確保と維持は喫緊
の課題である。平成 28 年 4 月 20 日に発表された医療従事者の需要に関する検討会の第 5 回「医師需給分科会」
の調査によれば、制度がある大学が全国 77 校（現在は 81 校）中 67 校と 87%の大学で実施されている。その中で
奨学金を支給する地域枠を設けている大学は 63 校（複数回答）
、奨学金を支給しない地域枠を設けている大学は
19 校である。編入学地域枠が 11 校となっている。雑誌「選択」は山梨県の事例を挙げているが、山梨大学など
の医学部に在籍する学生を対象に奨学金を貸与している。最も対象者の多い「第二種医師就学資金」だと月額 13
万円で、卒業して 2 年以内に医師国家試験に合格し「山梨県地域枠等医師キャリア形成プログラム」に従って務
めると返済免除となるという。6 年間奨学金を受けると免除額は 936 万円になるが、問題は義務化されている勤
務期間の長さにある。奨学金の貸与期間の 2.5 倍を管理期間とし、貸与期間の 1.5 倍に相当する期間を山梨県が
指定する「特定公立病院等」で勤務することとしている。しかも最低 4 年間は県が「医師確保を特に図るべき区
域等」に認定した僻地に派遣されるという。なお現在は上記の地域枠にはさらに診療科指定枠があり、上記地域
枠の 1,724 人中 245 人が、産婦人科、救急科、小児科、総合内科、外科が診療科指定枠になっている。歯科でも
そうだが、地方での閉院が増えて無医村が増えつつある今日、国は地域枠で学ぶ医学生に対して、大学や地方に
任せず特別に学ぶ場を設け育成すべきだ。また同時にインターネット、デジタル化を進めて医療情報の拡大を図
るべきである。
（つづく）
※玉ヰニュース 2022 年 7 月号より転載。

★今週の新刊

『 歯科医師としての在りかた 85 箇条 』
～センスは知識の集積である～

『 歯科衛生士のための歯科診療報酬入門
2022-2023 』

必ずしも恵まれた環境とはいえない条件で歯科
医院を引き継ぎ、成功の軌に乗せた筆者が伝え
る、歯科医院を盛り上げていく 85 の秘訣を「ク
レド」として紹介。あくまでも歯科治療を行うう
えでの「歯科医師の心得」を中心として、その根
拠もわかりやすく解説。歯科医院の主役である歯
科医師として、より良い診療と医院運営のため
の、明日から使える秘訣が見つかる一冊。

歯科衛生士の業務にウエイトをおいて保険診療
を解説した 2022 年の最新のテキスト本。診療
報酬改定の概要をまとめたページが追加され便
利に！歯科衛生士が知っておくべき診療報酬に
関する知識をわかりやすく解説し、
臨床で歯科衛
生士が関わる事例を示しながら具体的な算定方
法を提示した構成。
診療報酬改定にともなう内容
アップデートとともに最新情報が満載の一冊。

●著 ＝船木 弘
●監修＝髙井 基普
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,500 円＋税

●監修＝公益社団法人 日本歯科衛生士会
●編集＝鳥山 佳則／田口 円裕
吉田 直美／金澤 紀子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,700 円＋税
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