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ワールドデンタルシヨーa00Bで占う
今後の歯科のあり方

4年に1度開IUiされるワールドデンタルショー。第５

回目となる今年は、神奈１１１県のパシフイコ樹浜展示

ホールで10月１３日から3日間開催され、約4万人の

来場者を粟めて限わいをみせた。デンタルショーは

歯科の動向を如実に反映することから、歯科界の今

後を占う格好の機会といわれている。そこで、現在

歯科界を取り巻く社会、恩者動向などの背景を踏ま

えながら、今回のデンタルショーを通して今後の歯

科医療のあり方を考えてみよう。

医碩安全対策の硬務化決まる

日本の歯科医療は、国民皆保険制度を中心に辿め

られており、医疲法などの法令鮒規則とは切っても

切れない関係にある．

来年４月より施行される改１F戻鱈法の中では、荊

院に穣務づけられていた医療安全の指針の頂定や、

医療安全を確保するためのさまざまな描1mが、但科

医院にも雑務づけられることになった．ただし、少

人数で運営している歯科医院の中に、安全対爾の要

１１会を股けるというのもむずかしい賭でどこまで対

応するかについては現在日本歯科医師会がガイドラ

インの検肘を急ピッチで進めている．いずれにして

も法徹として定められたわけで、歯科医院も痢院と

同犠に安全対蹴が求められていることは８８めなけれ

ばならない．

日本歯科医師会では「歯科医銀安全ネットワーク

uI｢粟」を実膳することを発衰し、今後医盤耶故や医

事紛争の傭租収HLと分枅を進めることを明らかにし

た．また、対顛の内容は「医疲事故j、「感染対策｣．伸びIEiむli科医院経営を向上させるための大きな力

｢薬剤の管理」などが中心になると考えられる．ギになるのではないだろうか．そこで、まず全国の

その中で個々の歯科医院が､国民が求める｢安全」医奴臆股を利１１Iする俎者の意嵐について、データを

とは何かを把握し、その要求に応えていくことは、もとに考えてみよう．（2面へつづく）
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■外来患者がほしいと思った価報（平成17年度受銀行肋四五の田況：厚生労働省鶴lfmq団）

愚者の已割が医蜜に「不安」 54.4％ 

46.4％ 

46.6％ 

４５．６％ 

４２６％ 

35.1％ 

医師の専門分野・躯囲

夜間・休曰鯵､Ｌ往診・在宅医叙の有無

安全（医91事故防止等）の取り岨み

治廠方法・治瓜実■

第三者掴閣による解団

連携先の医癖樋関名

■『安全のための取り組み」４７％が展國

厚生労働1Fは昨年10月に、全国500箇所の一般

揃院を利用する約22万人の患者を対象に国査を

行い．凪者の受飯状況や受けた医観に対する漁

足度などを「平成17年受鯉行動囲査の概況」と

してまとめ、その内容を明らかにした．

まず、外来、者がほしいと思った慨ｉｉｉについ

ては、「医師の岬FII分野・経歴」（54.4％)、「夜

間．休日睦奴．在宅鯵巌実施の有無」（48.4％）

についで、「安全（医醗印故防止など）のための

取り組み」が46.6％となっており、半数近い迅者

が安全対策を求めていることがわかる．

100％ 

■外来巴石が不安になったこと（平成17年度受皮行助田宜の、卍：厚生労働古IXlfn0日邸）

医師や石田士の対応

検査や治愚行曵

研院の股閥や衛生項ｉｎ

その他

■「9MBや衛生■現が不安」は4人にひとり

ところがその医療に旧する「安全」について

見てみると、外来凪者の約2画１が「不安になった」

と答えており、その理由として、「医師や咽旧師

の対応」（44.0％)、「検在や治趣行扮」（34.3％)、

｢設囲や衛生風境』（230％）とする回答が聯けら

れた．

したがって医聾箪殴がいま求められているこ

とは、まず医師やスタッフの人的資質の向上．

つぎに医療の質の向上、そして、特に恩典対IiI

などを目的とする院内環境の改善ということに

なる．

100％ 

から3日間にわたってパシフイコ横浜（神奈川県

楓浜市）で行われたワールドデンタルショー

2006では、４万2000名余の采181者を災め、出展企

藁は２，社と過去且大規楓の開肛となった．

｢デンタルショーに歯科界の今後を占うヒントあ

り」との画葉にしたがい、なぜ今後の歯科界に

とって“安全”がポイントになるのかを久保寺

先生とともに検証してみよう．

■図安全扉が繁栄へのキーワード

「今後の歯科のあり方は．“安全吟がキーワー

ドになることは問迎いないでしょう」と話すの

は、デンタルショーウォヅチャーとして知られ

る久保寺可先生（東京・八王子市開莱）である．

４年に一度、国際歯科大会と併値して行われる

ワールドデンタルショーは国内且大規模のデン

タルショーとして今年5回目を迎えた．１０月13日

■鰯5回ワールドデンタルショー2006来咄名欧単位8人（デンタルシヨー迅宮車田日田ぺ）
ａｓ社が「塵窒客会Ｉ慰提棗

今回のワールドデンタルショー2006では、

依然好翻なインプラント2011年のレセプト

オンライン化を視野に入れた歯科用ＯＡが予想

通りの盛り上がりを見せた．また商品の展示

数からみると、歯科用レーザーに加え、マイ

クロスコープや鯵巌用ルーペなどが目立って

１０Iえてきている．

また．従来のデンタルショーではあまりお

目にかからなかった開業支援．人材紹介、イ

ンターネットWebサイトなどの1W報ビジネス

企業がつぎつぎと名乗りを挙げ賭阻の多い会

坦となった．

そこで．’''昭企業220社に対して「安全小

｢感染対踊｣．「感染防止｣「滅菌｣．「iFI刃」を

キーワードに会恩の全ブースをチェックした

ところ35社がヒット、１６％といえばおよそ6件

に1件が該当するわけだが、「学会の脚柧でも

院内感染対､iにI凹迎するテーマが5Euもあった

のは異例のこと」と久保寺先生は棺価する．

“学術”と“産粟0,のめざす方向が一致し、

その先の課凹は`･臨床”の現壇である歯科医

院で「医螺安全」をどう実現させるかという

ことになる．

、扉＝－－ｍ￣泗
穴戸－－－－■銅
－－－￣＝函一
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－－面一雨

その象徴とも首えるでしょう．今まで感染対

策の鯛演やセミナーはわざわざ聞いたことが

ありませんでしたが、来塀からの改正医療法

への対応もあるのでこの洗浄・消皿・滅菌に

ついては－通り聞きました．

具体的な製品よして期待できるものは．洗

浄段階では作粟するスタッフの感染卒故を防

ぐため手洗浄を必要としない「Gelingel345j

(3面写真②§㈱デニヅクス）や、「Sterisafe」

(3面写真③：東京歯科産業）など、感染対策

システムのひとつのパターンとしては

｢ＩＭＳ・インスツルメント管理システム」（4面

写真④；ヒューフレディ）が挙げられます．

（3面へつづく）

閲菓囲の目で選ぶ

囲床現削で院内感染に関わる「医療安全」

をどうやって実現させるかについて、今回遜

甥した新製品や注日Ｔｌ品をもとに、閲粟医の

視点から久保寺先生に解脱して頂いた．（以下

久保寺先生談）

●●● 

久保寺：佐鰯歯材㈱の佐瞭文昭社長や滅圏船

等に力を入れていたリンカイ㈱が以前から提

唱していた、歯科医院における消毒や滅菌の

あり方に、やっと時代が追いついたという感

じですね．クラスＢという世界水車のオートク

レープ「E9」（2面写真①）が登掲したことは

） 

竃型ＭＩＩ丘 ①Ｅ９・クラスB滅菌船

丘斫のヨーロッパ基準EN13060に適応するインプラン

ト・ロ笠外科向け忘性dFzBmO舎（卸リンカイ）＆■向疸を期締し各ブースとも近年にない力の入れよう墾牢塗設已凶興鹿＆哩咀12より解しくていねいに

園、 10月13日（金） 10月１４曰（土） 10月１５日（Ｂ） ８８ｆ 

歯科医師 1,104 5.015 8.053 14262 

歯科祐王十 399 2,577 30621 6.597 

園科衛生士 565 3.898 50289 9.752 

学生 297 439 10253 1.989 

同伴者 233 508 1.085 1.826 

璽界関係者 瓢 2.654 1.767 ７．１１５ 

合Uｆ 5.292 1５０１８１ ２１，０６８ 41541 
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その後に行う滅菌は前に述べた「E9」（リンカ

イ㈱）が、インプラントや外科処固をおこなう

燭台には必須ということになるでしょう．

特にインスツルメントをパックに収納して滅

菌するM1合には、クラスＮのオートクレープにあ

まり詰め込むと蒸気が十分にまわらず、試験的

に測定したところ滅菌できていないことが分か

りましたので注意が必要だと思います．クラスＮ

のオートクレープを使用するのであれば．パッ

クに納めず通風を守ることが必要です．

なお周辺商品としては、－本ずつ滅菌してパ

ッキングした歯間ブラシ（3面写真⑤：「スーパ

ークリーン」クリアデント社）など、細かいも

のですが院内で刷掃指導をするときなどに使え

ば、患者さんに好評ではないかと思います．

また、術中に無形灯に手を触れずに恩者さん

の口元に燃点を合わせることができる「ハロゲ

ンHOSPILITE」（4面写真⑥：第一照明㈱）など

も．院内感染対霞の一環として考えれば今後循

要が伸びる商品のひとつではないかと思います．

白衣にしても、HFPUlメーカーのナガイレーペ

ン㈱によれば、半袖では袖から先と手袋の間の

爵出した腕の部分が危険なので、あえて長袖や

中長袖のタイプをオーダーされるケースが畑え

ているのことです．肝炎の潜在的な患者数が非

常に増えていることから、診巌にあたるドクタ

ーやスタッフのリスクはとても高いと考えられ

ますから．．

世界水準の滅菌能力を持つ「E9」を発表

リンカイ株式会社見崎努取締役社長に聞く

明らかにクラスBが世界の主流となっています．

日本が出ていないのは比較にならないほど普及

率が低いからです。また、アルコールを使用す

るケミクレープという製品を生産していた企業

のほとんどがクラスＢの機器の生産に切り換え

ている状況をみても、明らかに方向はクラスＢ

に向かっていると曾えるでしょう｣。

●今回クラスBのオートクレーブ「Eg」を発衷

し注目をj凹めていますがその特徴は…

見崎「IUi剛に甘えば、国際基ｑＢ「EN13060」に

対応するクラスBのオートクレープは、高圧蒸

気で滅菌する前工程として、まず内部を減圧し

て真空状態にするため、パックしたものでも蒸

気が行き渡る仕組みになっています．一般に日

本で普及しているクラスＮの機器はこの前工程

がないので、歯科のインスツルメントをパック

に入れた期合、ピンセットなどのいわゆる“桴

モノ゜，なら大丈夫ですが．中空の“筒モノ,'ま

では完全に滅菌することはむずかしいようで

す｣。

●日本でクラスBの水準は必要でしょうか？

見崎「ヨーロッパでは院内感染による訴訟は現

実の問題となっています．「E9」は滅菌状態を

砿肥するインジケーターを用いて試験結果を記

録しプリントアウトすることもできます。国内

でインプラントの爾要が高まっている現状を考

えれば、患者さんと術者の健康を守るだけでな

く、医院の存在をも守る意味合いで、今後必要

性が高まるのではないでしょうか｣．

●世界的に見るとクラスBの槻器の普及率は？

見崎「表に示すとおり、ヨーロッパやアジアで

は公立の医療機関の8割以上が採用しており、

生理団四びアジア近隅脇国におけるクラスB滅菌器の芒及状況

｢医療安全」の本質
久保寺先生が贈るように、今後の歯科に「医

療安全」が大きな課題であることは間違いない．

ただし、それを“差別化0,の一つの方法に結び

つけるのは誤りではないだろうかと賭す。

「院内感染対策は収入に広精するわけであり

ません．しかし医療槻関としては当然取り組む

べき印の一つであり、コストがかかるからとい

って自費診療と保険診療の患者さんで使い分け

るものでもないはずです｣．（4面へつづく）

②G0tlngel345 

※注

①イランでは2006年１月１日か

ら．公的な医療IHI関ではクラ

ス滅菌懇を段回することにな

った．

②東ヨーロッパはEUに胡ずろ。

アメリカ､カナダはFDAを標

準とする．
O剥ぐ詞ＯＧ●“““｡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■戸庁庁ルウP⑰■■p●ﾛ■■ｐｄｄ｡

卓上国ウォッシャーディ

スインフェクター．再生

秘材の洗浄・;W再審全

自助で行う医鰹用洗浄

器．手洗浄による＄柴

事故をふせぎスタッフ

の安全も砿係する．

１３B1XOC176 

(§刊デニックス）

③SterIsaf⑧｡滅画

収納ケース

インスツルメントを

収納したままと減

四・保管が可能。ド

イツ囚。

(東京白料理粟）

⑤スーパークリー

ン・白田lブラシ

１本ずつ証国して

パックした白、ブ

ラシ．別柵指可の

際に効果的．

(クリアデント）

○○ 
基本コンセプトは

「エステテイックソリューション」

デンツプライ三金株式会社

デンツプライ三金株式会社は今回ワールド

デンタルショー2006出展にあたり．「エステ

ティックソリューションｊを基本コンセプト

に、「人々の生涯を通じた歯の健康に貢献し、

より豊かなクォリティー・オブ・ライフを奥

現する」を使命として、デンツプライグルー

プの有する世界規模の経駿、知識、人材のシ

ナジーを最大限に発揮し、デンタルケアの媒

題に対して、革新的かつ高品質な解決癒を敏

速に提供することをメッセージとした．開催

期間中にはテーブルクリニックの演者に田中

鼠治先生（｢メタルにかわる審美補綴材料ジ

ルコニアの応用｣)．三浦宏之先生（東西大大

学院教授「セルコンシステムによるオールセ

ラミックブリッジの臨床結果と今後の展副｣）

セルコン・スマート・セラミックス・システムはおなじみ

セラミックス・システムに追加する最新型スキ

ャンニング装固セルコンアイ（医撤機器許可恐

号：O9B1XOOOO506DLO1、価格：172万円）を新

発売することを発表．セルコンアイの登糊によ

り、ＣＡＤによるロング・レンジのジルコニア・

フレームの製作が可能になった．お問合せ：同

社マーケティング本部s､fu｢ukawa、dentspIy‐

RnnkincomTELO351141018 

斬澗なデザインのブースが注目を集める

のお二人を招き醐演が行われた．

展示ブースは3つのコーナーを設け、賎正コ

ーナー、チェアサイドコーナーに加え、エステ

ティックソリューションコーナーとして、賭題

のオールセラミックブリッジのセルコンシステ

ム、セルコンアパットメントを紹介、斬新なブ

ースにはUllMi期間中に多くの歯科Ilu係者が肋れ

限わいをみせた．今回はセルコン・スマート．

国名 公立 民ＨＵ

中国

韓国

マレーシア

タイ

シンガポール ％％％％駕的的加帥切
１ 

１ ％路兇％％０００００ ２３１１６ 
アラブ河津賭国

イラン

西ヨーロッパ

東ヨーロッパ

アメリカとカナダ ％％％％％ ０００００ ８００８６ １１ 駕完％％％０００００ ４１Ｂ３２ 
北アフリカ

アフリカ

中央・南アフリカ

25％ 

１０％ 

１０％ 

１０％ 

５％ 

20％ 

ブースik；見
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④■ＩＭＳ・インスツルメント旨理システ

インスツルメントを収納するカセットを19用して洗浄・水洗・滅囚・保管を行うシステム．（ヒューフレディ）
｢考えれば初診料で1,800円頂いているわけです

し、たとえば歯科ロ睦衛生指導の中で当院では

こういう院内感染対策を行っていますという説

明も文轡で説明し、それで1,000円頂いたらその

費用を感染対策の経費に回せばいいことではな

いですか．－部のセミナーや研修会で感染対癒

の費用として患者さんひとり500円とるとか10000

円とるとかいう飴もあるようですが、それは患

者さんから頂く筋合いではないと思います．ま

してそれをもとに他院との差別化を図るという

発想は少し違うのではないかと思いますｊと久

保寺先生は語る．

→ → 

備前に必回な冊材を入れたカセ

ットをチェアサイドヘ。

術後．セメントなどはふき取り

汚物は捨てて洗浄コーナーへ．

カセットのまま劉哩恋蓮婆浄型へ．

＄染源に触れずに洗浄できる．

－゛→ 

■歯科界の再生は「医療安全」の徹底から

リンカイ㈱の見崎努取締役社長が示すとおり、

滅菌においてはクラスBがもはやグローバルスタ

ンダードになりつつある趨勢の中で、明らかに

立ち遅れている日本が、医科の基期、さらには

世界基鯛にまず追いつくべきというのが改定医

療法のひとつのねらいとも首えるだろう．

歯科界が失われた侭頼を回復し、歯科医院経

営が長引く低迷から脱するためには、まず国民

に「安全」な歯科医療を提供することを目標に、

歯科界全体が医療環境の改善を回る努力をする

ことが必要ではないだろうか。

● 

● 

流水下で洗浄剤をを院い淀寸． 次回必要なコットンやガーゼを

加えラッピングして塞囮会

ラップに包装したまま保管．

鋤
⑥ハロゲンHoSPlUTE・扇形灯

一hＭ日明のように必厘な台数を

■単に取り付けでき．手元の発

光冊のセンサーを自助的に迎い

かけて煎点を当てる．衡中に咄

孔に触れる必要がない．

(NI-EH明廟）

０ 

二
ｍ皿ロＰ
、■■＝声■■■■▼■■■■■■￣毎■■■■

’ 
恒例のテンタルショー製品特典．今回はデンタルショーウオッチヤーとして知ら

鰯鰯麓:難繍L:;|:|::ii::鰐:露:l:lf⑨
■技工関連機器にも見どころあＵリーズナプルな技工台（名南歯科
「技工関係は地味といえば地味貿易）で作業する、このあたりで

ですが、今回出た材料と機盟によ決まりですね｣．

って作業性が大きく改響されるだ「余麟ですが、海外のデンタル

ろうと期待できるものがいくつかショーにいくと日本で開発されて
あります．下村石膏から硬石膏の薬事の承認が取れる見込みがない

いいのが出ましたね．膨彊率がため海外で売っているという商品

0.05％というから凄いです。アルにお目にかかります。５分で分か

ジネートも石膏も練れるオートミる唾液検査キットとか国内で何と

キサー（日本歯科商社）もすぐれかならないかと思います．今の薬
もの．これをいい香りの出るワシ卵法は本当にダメですね」（ドク
クス（日本歯研工業）を使って、夕一ｍ．

■ツイスターエポリュー

ション

パキューム内属ミキサ－．

１台で石召．埋没材．アル

ジネート印象材の拉和が

可能。手練Ｕ不要。パキ

ューム内臓のためエアー

を必画としないなど利点

が多い．

13B3XOOO15（㈲日本歯科

商社）
籍 ■ミレニアム・麹低暉璽囮弓汪

2時田後の硬化睦鰹率0-蛎晃とい

う刑躍的な幡度を持つ硬石目，

11BZO533（下村石膏㈱）

髄
■カナレーター・咬合冊

｢輪（インサイザルピン）のない咬台器

おもしろいですね．安いし仕事し易いと

思います．ものすごく商い咬合器もあり

蜜すけどドクターが色味でロうようなも

のですからね」旧新デンタルG劫

■デンタCADシステム

ヒンテルズ社製デンタＣＡＤシステム

に．３Ｄスキャニング蓋■「ハイスキャ

ン3CCD」（写真）とCAM碆旦「ハイ

カット5伯」が釦わりさらにグレード

･アップ．２７B2XOOO1a27B2XOOO13

（パナソニックデンタル）

■アロマインレ

ーワックス

芳香性のキャス

ティングワック

ス．ジャスミン

■ラポベンチ・技エ用デスク

リーズナブルな衝格で技エ作業に必囚

な＝本観能が鰯う゜（名南国科貿易掴）

､i鴎建、
職;１，

■ピューティフルⅡ

充A日用コンポジットレジン．付形性

を■祝したペースト性峻に改良し担

作性が向上.z6B1XOOOO4(㈱松田）

■フルオロポンド１１

光■合型ボンディングシステム．撞
着性・纏作性・生体皿和性・Ｘ線過

毎位がバランス良く鯛和。21700BZ

ZOO430（㈱松田）

■オパールエッセンス10％

沮芭壮年二本ワイトニング材．粘性が高くトレー

から洩れずにソフトタイプのトレーを使用できる．

21BOOBZG1000BOOO（ウルトラテントジャパン0母）

■スーパーボンド根充シーラー

辺嘩封､l性に■れ、「密若封、」から

｢披荘封餌」を実現。214”ﾛﾌﾌ、

187000（サンメディカノ蝿靭）


