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歯科医療の求人ノウハウ…

連載・税理士から見た歯科医院経営

　昭和58年 2月入社、福デン一筋 38年目。
良き時代も苦しい時代も経験し、歳を重ねるも未だ衰
えを知らない体力と仕事に身体を張れる姿に、全社員
が多くの現場で学び、まだまだ助けられています。
動物占い通り、お茶目なキャラクターを演じています
が、実は人見知りな「シルバーのこじか」そのままな
皆から愛される部長です。
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4月の最新書籍紹介

CAD/CAM冠の適応範囲拡大  ~ 大臼歯から前歯まで ~

 坪田有史 編集委員 
 2021 年 04 月 01日  A4 変型判  152 頁    8,800 円 ( 税込 )　デンタルダイヤモンド社

　2020 年 9月に前歯部の CAD/CAM冠が保険収載されたことにより、小臼歯と大臼
歯を含めた全歯種に対して、メタルフリーの歯冠補綴治療を保険診療で行えるように
なりました。また、近年では物性をさらに高め、審美性にも配慮したコンポジットレ
ジンブロックが上市され始め、臨床応用の可能性はますます広がりをみせています。
本書は、保険診療における CAD/CAM冠の臨床にスポットを当て、最新の技術やエビ
デンス、症例選択のポイント、今後の展望などを網羅しています。
CAD/CAM冠を臨床応用する際のバイブルとして、ぜひご活用ください。

皆様こんにちは！

日々、仕事で歯科医院に訪問していると、とにかく衛生士が足りないという話になります。

衛生士は毎年約 7000 名の合格者が出ています。そこから考えると、全国 25万人ぐらいいてもおかしくないの
ですが、実際には 13万人しか就業していません。ですので相当数が途中で辞めていることになります。

　一方で、40代以上の歯科衛生士が年々増加しています。ですので、勤務体系や教育システムを工夫して、子育
てが終わった世代をいかに取り込めるか？が今後の採用の 1つの戦略になるかと思います。

ところで、ホームページ上でどのくらい採用ページに力を入れていますか？
資金に余裕があれば、採用のサテライトサイトを作成し、医院見学に繋げるのが現在の主流です。

どんなに良い福利厚生制度を作っても、応募者の目に止まらなければ意味がありません。医療技術の認知活動と
同じくらい、求職者への認知度アップにも力を注いでいただければと思います。

例えば、インディードだと最初の 1ページに掲示されなければ、応募はほぼないと思って良いでしょう。私は
50,000 円から 100,000 円で良いので、課金することをお勧めしております。

また、地方に行くほど採用広告チラシがまだまだ有効です。このあたりは弊社の社労士が詳しいですので、遠慮
なくご相談ください。
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掲載内容につきましては、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
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　 コロナ禍に明け暮れた 2020 年度が終了し、2021 年度がスタートし

ました。右図の通り、日本の主な企業 100 社に対して 2021 年度の景気

見通しについてNHKがアンケート調査を行った結果、8割の企業が「拡

大する」または「穏やかに拡大する」と回答されており、新型コロナウ

イルス感染症の影響もワクチンの接種などが進むにつれ、「持ちなおす」

とみる企業が多くなっています。 また、歯科においても、診療報酬の臨

時特例が 4～ 9月の診療において実施される予定など、2021 年度はコ

ロナ後の対応が一気に動き出しています。

コロナ後のNewNomal
 　　 　　~  今こそ、デジタル潮流への準備を ~

7％

  さらに、昨年から中止が相次いでいる歯科医療の祭典、「デンタルショー」も 5月に、九州デンタルショーが全国
に先駆けて開催が決定しています。今回のデンタルショーで注目されるのは、デジタルデンティストリーでは無いで
しょうか。下に示すのは、我が国における IOS（イントラオーラルスキャナー）の普及率を 2020 年の R&Dを参照
に推計した IOS 導入率で、近年では、CADCAM冠の保険参入を契機に、インプラント治療におけるガイデットサージェ
リーなどデジタルデンティストリーの進化や矯正装置などへの応用も進化し、着実に導入が進んできています。

上記右図に示すのは、マーケティング指標として、新しい製品、サービスの市場への普及率を表すイノベーター理論
のシェーマですが、現在、IOS 製品市場は、『アーリーアダブター』層の中盤に差し掛かっていると推測されます。今後、
IOS による印象などの保険適応拡大も検討される中、カウンセリングや治療の確認などデジタルの可能性は非常に高
まってきており、『アーリーマジョリティ』への拡大はキャズム無く加速的に進むのではないかと推測しています。

 5/29_30 で予定されている九州デンタルショー
では、是非、最新の情報と機器を是非とも手に取っ
ていただき、来るべきデジタルデンティストリー
時代にフル活用できる自院のシステム創りを計画
的に体験してみてはいかがでしょうか。
伝来の地、福岡から全世界に先駆けて開催される
デンタルショーに是非ご参加ください。

BtoB マーケティングラボ編集部 イノベーター理論 2019/02/25 記事より抜粋BtoB マーケティングラボ編集部 ：2019/02/25 イノベーター理論記事より抜粋

Digital Dentistry

プライムスキャンの画期的な高精度センサー 「スマートピクセルセンサー」
が、 1 秒間に 100 万を超える 3D ポイントを処理し、 写真のようにリ
アルなデータを作成する正確性の高い口腔内光学スキャナーです。
最大 20mmの測定深度で、 シャープさと精度を実現したダイナミック
デプススキャン技術はより深い位置にある症例において優位性高くご使
用いただけます。

RealColor™（リアルカラー）技術シェード測定

3Shape Communicate
歯科医院と歯科技工所間でデータの送受信を簡単に行な
え、 迅速な対応とコミュニケーションの充実が図れます。

印象採得をデジタルで管理
　 ・ 迅速かつ容易に口腔内をスキャニングできるのでチェアタイムの短縮
　 ・ RealColor スキャニングによる高精度かつリアルな色調を再現
　 ・ デジタル化により従来必要だった印象材費用の削減
　 ・ パウダーフリーで術者にも患者さんにもやさしい設計

経済産業省 令和二年度第三次補正 『事業再構築補助金』 はじまります︕

公募期間︓令和３年 4 月 15 日 ( 木 ) ～ 
　　　　　　　　４月 30 日 ( 金 )18:00 まで ( 厳守 )

　　　　　　　　　　　　　補助金　　　　　　　　　　　　　　　補助率

通常枠  　　 100 万円～ 6,000 万円  2/3
卒業枠  　6,000 万円～ 1 億円 　　　　  2/3

詳細は、 こちらの QR より専用サイトへ Go ⇒

自社調べ〕2016~2020 年 R＆D 
口腔内スキャナ販売数量より推定

7,516 台 /68,000 件 


