企画頒布品ガイド

本会では会員の「健康を守り育てる」活動を側面からサポートするた
め、さまざまなツールを〈企画頒布品〉として頒布しています。
FAX または学会ホームページよりご注文いただき、ご活用ください。

P-かかり方 ポスター

B-かかり方 小冊子
「これからの歯科のかかり方」
患者さんに定期管理型の受診の意義を理解していただくた
めに、学校歯科で関係者の理解を得るために、医院名と電
話番号を覚えていただくために、あるいは地域の母親教室
の配布資料として… ご活用ください。

院内の掲示用としてご利用下さい。2 種類の
大きさがあります。どちらもアルミフレーム
に入れてお届けします。
サイズ： B3 判（515×364mm）
A2 判（594×420mm）

サイズ：B6 判
24 ページ モノクロ
申し込み単位：200 部・400 部
（医院名・住所・電話番号の刷り込みは 1000 部から）

※ポスター・待合室リーフレットの内容
は同一のものです。

L-かかり方 リーフレット
ポスターの内容を患者さんに手渡しできる大きさのリ
ーフレットにしました。

裏表紙に医院名等を印刷できます。

リーフレットの大きさ：100 mm×210 mm
表：カラー 裏：モノクロ
ケース付き： リーフレット 300 枚
（透明アクリル卓上ケース付）
ケースなし： リーフレット 500 枚のみ

裏面

Sh-カリエス 説明補助シート
「う蝕予防のための説明補助シート」
脱灰・再石灰化のしくみを理解してもら
うことを通じて、患者さんにカリエスリ
スク・コントロールに積極的に参加して
もらうための説明補助ツールです。
サイズ：B4 判

4枚

（使い方ガイド付き）

L-歯磨剤 リーフレット
「子ども歯磨剤ガイド」
学会では、育児用品販売店やドラッグストアで実際に商品を購入して実地
調査 ＊を行い、一般の消費者がこどもの発育にあわせて小児用歯磨剤をき
ちんと選択できるようなパンフレットを作成しました。ご活用ください。
サイズ（観音折）：100 mm×210 mm
（見開き：396 mm×210 mm）
申し込み単位：200 枚
（＊2017 年 5〜6 月調査）

※非会員にも頒布します

Sh-ペリオ 説明補助シート
「歯周病予防のための説明補助シート」
歯周病がどんな病気であり、どのように
進行するかの理解を通じて、自覚症状が
出る前に歯周病の検査を受け、予防管理
をすることの意義を伝えるための補助ツ
ールです。
※「歯の病気のやさしい説明（パワーポイン
ト）」とほぼ同じ内容です。

サイズ：B4 判 4 枚（両面印刷）
（使い方ガイド付き）

Co-カバー 「ライトハンドルカバー」
「ライトハンドル」は患者さんの目の前に
見えていて、術者、アシスタントが常に触
れる部分ですが、感染予防対策が手薄な部
分ではないでしょうか。
高密度ポリエチレンを使って、着脱が容易
で、スプラソン超音波スケーラーに使って
も破れないカバーを作成しました。
申し込み単位：1000 枚
（試用サンプルをご希望の方は事務局まで）

ウィステリア Pro ver.5.1

院内臨床データベース・説明ツール

患者管理データベース《ウィステリア Pro》は、患者のカルテデータ、う蝕の検査データや歯周病の検査デー
タ（PerioAssistant によりすべての検査日のデータを保存可能）、来院履歴、処置履歴、抜歯履歴、唾液量な
どさまざまなデータの蓄積が可能です。確実なメインテナンスに重要なリコール管理も行うこともできます。
またプラグインソフトなしで、外部にある大量の画像ファイルを管理できるようになりました。口腔内写真を
必要なときにいつでも表示できるため、他のデータとともに動機づけに大きな威力を発揮します。iPad による
表示，ICDAS/XR 入力，集計機能も充実し、幅広い活用ができます。また《アポイント管理職》と連携し、ア
ポイント状況も《ウィステリア Pro》から確認できます（アポイント管理職 3.0 ご購入済みの場合）。

ウィステリア Pro ver.5.1 の主な機能/特徴
・カルテ No、氏名、住所、生年月日、電話番号、初診日を記録。
・サリバ検査のデータ（プラーク、M.S.、L.B.、食事回数、5 分唾液量、緩衝能、フッ
素使用状況、DMFT（dft））の記録。
・歯周病のデータ（分類、進行度、リスクファクター、プラークインデックス、プロー
ビングデプス（6 点法）、出血面数、喫煙経験の有無、喫煙本数、リコールの状況）
の記録。
・口腔内写真を回数制限なく記録、比較表示可能。デンタル X 線、パノラマ X 線の取
り込み、表示。画像を取り込みながら左右、上下反転可能。
・iPad でも写真を表示可能。
・自由に設定できるメモ欄を 20 項目設定可能。
・集計画面機能を充実。今まで以上の集計が可能。

動作環境

・FileMaker TM Pro12-17 が稼働する CPU を有している Windows 機または Intel Mac
FileMaker Go12-17 が稼働する iOS を搭載した iPad
対応 OS
・Windows 10、8/8.1、7
・MacOSX 10.7 以上（FileMaker Pro17 の場合は OSX 10.12 以上）

基本アプリケーション
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❍ 患者検索
基本画面を表示せずに患者検索ができます。（他人のデータを
見せることなく本人のデータが検索でき、チェアサイドでの利
用に便利です）
マウスからの入力が可能です。
❍ 基本画面
患者さんの基本的なデータを入力します。
・来院ごとにボタンをクリックするだけで、来院履歴が蓄積さ
れていきます。キャンセル歴もひと目でわかります。
・過去 6 年のリコール回数が表示されます。
・マウスを使ってのひらがな検索ができます。
・アポイント管理職と連携。予約状況が〈基本〉画面から確認
できます。（アポイント管理職 ver.3.0 とウィステリア Pro
をご購入の場合）
アポイント状況も
・家族のデータにもクリック一つで移動可能です。
ひと目でわかる
その他、郵便番号から住所を表示、今日の日付表示、作成日の
表示など
❍ う蝕画面
サリバ検査の結果を入力します。DMFT（dft）を記録します。
・「唾液分泌量」の記録が可能。唾液量により色分けされてグ
ラフ表示されます。視覚的に患者さんに見せることができま
す。
・「抜歯」と「処置」の記録ができます。「う蝕」「歯周病」
どちらからでも、入力画面へ移動することができます。入力
したものはそれぞれ履歴ファイルに保存されます。
・「ICDAS/XR」の記録も可能になりました。

マウスで入力

面
基本画

ウィステリア

※データは全て架空のものです。

※対応 OS および FileMaker バージョン
については会員用ホームページに情
報更新します。ご確認ください。

・FileMaker TM Pro12-17
・FileMaker Go12-17

ー画面
メニュ

患者管理データベース/スケジュール管理ノート

抜歯履歴

ICDAS/XR

唾液量

処置履歴

❍ 歯周病画面
精密検査データを入力します。喫煙経験やリスクファクターを記録します。
・PerioAssistant により全て蓄積可能。〈歯周病〉画面には初回、2 回目、最新のデータを
表示します。
・出血点、プロービング値（6 点法）を、キーボードなしにマウスだけで入力できます。
・イラスト表示で視覚的に患者さんにわかりやすく説明することができます。
・〈イラスト〉画面〈表示 6 点〉画面の印刷ボタンから A6 または A4 サイズに印刷可能。
・プラークインデックス・動揺度入力画面が追加されました。
・前回と比較して手渡せる書類を作成可能（歯管用の書類も作成印刷可能）

PeriAssistant 詳細入力

前回と比較して表示

❍ 集計画面
集計を集約しました。全データを一度に表示し、〈検索用ボタ
ン〉と〈集計用ボタン〉を利用してさまざまな集計が可能です。
・7 歳〜12 歳、12 歳、12 歳〜18 歳、20 歳の DMFT 増加と平均
・メインテナンス来院状況・初診時年齢分布
・抜歯原因年間割合
・「画面 2（主に歯牙の喪失），「画面 3（メモ設定とメインテナ
ンス状況）」が追加されより便利になりました。
❍ 写真表示
プラグインソフトなしで、外部にある大量の画像ファイルを管理
可能になりました。デジタルデータで保存しておくことで、瞬時
に検索、表示が可能になり、活かせる場が広がります。
・ウィステリア Pro4.0 より回数制限なく保存可能（Pro3.1.1 以下
は 15 回分まで）。X 線写真の表示画面を追加。
・ウィステリア Pro5.0 より iPad での表示が可能。
過去の写真データと並べての比較表示、左右・上下反転、印刷な
ど便利な機能が盛りだくさんです。ご活用ください。

画面
歯周病

プラークインデックス入力

真
4 枚写

面
集計画
真
9 枚写

❍iPad 画面
FileMaker Go を使用して iPad での
入力・閲覧が可能。チェアサイドで
の利用が便利になりました。
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iPad う

面
面
周病画
iPad 歯
像表示
iPad 画

アポイント管理職 ver.3.0 チェアサイドで歯科衛生士自身がメインテナンス予約…これが基本
チェアサイドで各チェアのアポイント状況を把握し、リコールのアポイントをスムーズに決定するた
めのソフト（FileMaker Pro ・テンプレート）です。このソフトは診療所ごとに異なる休診日、担
当歯科衛生士名などを設定し、カスタマイズしたうえで出荷しますので、お申込いただいた段階で必
要事項記入用紙をお送りします（カスタマイズのため出荷までにお時間を要します）。

アポイント管理職 ver3.0 の主な機能
・一日が一画面のため各チェアの予約状況が見渡せます（17 インチ以上のモニタ推奨）。
・5 台〜最大 20 台までの一覧表示（チェア 6 台以上の場合）
・ウィステリア Pro との連携により、アポイント管理職から患者さんの基本データ／う蝕／歯周
病／写真表示画面に移動可能（ウィステリア Pro3.1.1 以上ご購入済の場合）。
・院内 LAN を構築することにより、各チェアから予約状況を把握でき、チェアサイドでリコー
ルのアポイントが確認できます。
・担当スタッフの休日も表示し、該当日のスタッフの動きも把握できます。
・休診日をフレキシブルに設定可能ですので、突然の休診日の設定なども簡単にできます。
・担当者別カラーが設定可能で、患者さん別の担当者が一目でわかります。
・購入時より 2021 年 12 月 31 日までのスケジュール管理が可能（日付追加可能）。
・午前 9 時台から午後 7 時台までの予約入力可能（納品時には診療所にあわせて設定します）。
・『？』ボタンで操作を解説するヘルプ画面が表示されるので、操作に困ったときに便利です。

動作環境

・FileMakerTM Pro12-17 が稼働する CPU を有している Windows 機および Intel Mac
対応 OS
※対 応 OS お よ び File・Windows 10、8/8.1、7
Maker バージョンについ
・MacOSX 10.7 以上（FileMaker Pro17 の場合は OSX 10.12 以上

基本アプリケーション

・ファイルメーカー TM Pro12-17

ては会員用ホームページ
に情報更新します。ご確
認ください。

「1」をクリックするとチェア 1〜5 台のアポイント画面へ移動

チェア 20 台の一覧画面

チェア 1〜5 台のアポイント入力画面

休診日の詳細な設定ができます。
担当者別に色を設定できます。
休日・振替休診日の設定画面

担当者別カラー設定画面

付録!

!

食事指導ソフト

食事指導用に飲食回数によって 1 日のステファンカー
ブの変化を描きます。患者さんに視覚的に説明するの
に便利です。〈う蝕〉画面からボタンで移動できま
す。また単独版も会員サイトよりダウンロード可能。

担当者の色が患者さんの名
前欄に表示され、ひと目で
わかります。（印刷した場
合は担当者欄に色がつきま
す）

試用版ウィステリア/アポイント
購入前のお試し用として、FileMaker なしで使用でき
る試用版を無料で配布しています。事務局までお問い合
わせください。（試用版はウィステリア Pro5.0 です）
動作環境： Windows 10、8/8.1、7
MacOSX 10.10 以上

説示スライド パワーポイント版
「カリオロジー総論」「ペリオドントロジー総論」「歯の病気のやさしい説明」
患者さんや一般市民向けにう蝕と歯周病をやさしく説明するためのツール
です。ご活用ください。
※35mm フィルムスライド版を購入済みの方には割引があります。
※セットでご購入いただく場合は割引があります。
動作環境：Microsoft Power Point を搭載、動作する Windows 機および
Macintosh。
専用ケース入り、各解説文（カラー）付。

PP-カリエス

PP-ペリオ

PP-やさしい説明

カリオロジー総論

ペリオドントロジー総論

歯の病気のやさしい説明

対象：保健・医療従事者、患者
内容：う蝕の病因論など

対象：保健・医療従事者、患者
内容：歯周病の病因論・治療

対象：患者、一般市民
内容：う蝕、歯周病理解のために

歯を失う原因／歯科医師数と一人平均健全歯数、各国の
DMF 歯数の推移／齲蝕のプロセスとは？／齲蝕のプロセ
スに対する治療／これまでの齲蝕のとらえ方／カリオロジ
ーに基づいた齲蝕のとらえ方／脱灰と再石灰化 歯の表面
のできごと／脱灰と再石灰化 ステファンカーブ／齲蝕原
性菌／ミュータンス菌の母子感染／唾液のはたらき 1 ミ
ネラルの供給源／唾液のはたらき 2 緩衝作用・浄化作
用／飲食物の種類・量／飲食回数とステファンカーブ／フ
ッ化物の齲蝕予防効果／齲蝕の部位特異性／レーダーチャ
ート／ライフサイクルとリスクの変化／カリエスフリーの
口腔内／アイテム紹介

歯周病とは／健康な歯周組織と歯周病の組織／歯周病の罹
患状況／歯周病の病因論の発展／歯周病原性細菌／歯周病
の病因論／バイオフィルム／細菌に対する宿主の応答と組
織破壊／歯周病の進行と様々な病型／初期・中等度・重度
の歯周炎／環境・後天的リスクファクター／遺伝的リスク
ファクター／喫煙と歯周病／歯周病の診査･診断／病因論
に基づいた歯周病の治療／咬合と歯周炎／ホームケアとプ
ロフェッショナルケア／プロフェッショナルケア／メイン
テナンス／発症させないことが最も重要

むし歯のできはじめ／穴が開く前であれば治る／歯の表面
の脱灰・再石灰化とは／飲食とプラークの pH／飲食頻度
と脱灰・再石灰化のバランス／むし歯のリスク（かかりや
すさ）／むし歯のリスク─唾液や歯質／むし歯のリスク─
細菌や口腔衛生／むし歯のリスク─飲食習慣／歯と歯を支
える組織／歯周組織の対比（X 線）／歯周組織の対比（模式
図）／歯肉炎／歯周炎／初期の歯周炎／中等度の歯周炎／
重度の歯周炎／歯周病のすすみ方─慢性歯周炎・喫煙／歯
周病のすすみ方─慢性/侵襲性歯周炎／20 歳で自分のリス
クを知る／40 歳で自分のリスクを知る／歯周病のリスク
（細菌の因子）／歯周病のリスク（からだの因子）／歯周病
のリスク（環境の因子）／患者さんの役割・歯科医院の役割

パワーポイント版

パワーポイント版

Sh-診査表 むし歯／エックス線診査表

パワーポイント版

おもて

うら

う蝕の軽症化時代の必須アイテム
初期のう蝕を正確に記録すると…
治せるう蝕の情報を患者さんと共有できます。
再石灰化を評価できます。
メインテナンスの価値を患者さんが理解できます。
ICDAS II は、う窩ではなく、う蝕を評価するカリエス治療先進国の共通言語。
そのコードをフォトパネルにしました。ICDAS committee のお墨付き。

1 セット（A4 判両面カラー ラミネート加工）

健手 健康手帳おとな用

5枚

（16 ページ）

定期メインテナンスの患者さんに持っていただくための日本ヘルスケア歯科学会オリジナルのツールです。

基本バインダーセット
基本冊子（6 穴）
バインダー
白紙

200 冊
200 冊
200 枚

基本冊子（穴なし）
1 セット

400 冊

予約カード（6 穴 3 ページ）
1 セット
400 枚
※予約カードに医院名を刷り込むことが
可能です（1000 冊以上）

健手 健康手帳子ども用

（24 ページ）

セット冊数はおとな用と同じ。

健手 PDF 版
PDF 版 CD-Rom
（おとな用・子ども用）
A4 サイズ印刷用
収録内容は基本冊子と同じ。

ウィステリア Pro3.1.1 以上を使用
していれば… バインダーに綴じ
込む文書も作成可能。

禁煙 Set 禁煙支援ヘルスケアセット

L-禁煙 リーフレット

禁煙支援に役立てていただけるような禁煙ポスターと、リーフレット、喫煙の害や禁煙情報などの説明用カード PDF
（16 ページ）の 3 点セットです。どれも、たばこが最初にからだに接する臓器である口腔が、喫煙によってどのような
害にさらされているか、写真を多く用いて、非常にわかりやすく示しています。喫煙している本人に起こる害だけでな
く、周りの人が喫煙者の煙を吸い込む受動喫煙の害も明らかにしています。
説明用のシートには、1 枚にひとつのトピックスが取り上げられています。症例にあわせてその中から内容を選び、組
み合わせてお使いください。なお、この禁煙支援ヘルスケアセットは、会員以外の方へも頒布いたします。

禁煙支援ヘルスケアセット
禁煙支援リーフレット
禁煙支援ポスター
禁煙支援カード

50 枚 （A4 判四つ折りカラー）
1 枚 （B3 判カラー）
カード PDF ・説明ガイド PDF（CD-Rom 1 枚）

別売り（送料別＊）
禁煙支援リーフレット
禁煙支援ポスター
禁煙支援カード

200 枚
2 枚 （B3 判カラー）
カード PDF ・説明ガイド PDF（CD-Rom 1 枚）＊他の頒布品と同時に注文の場合は送料無料

P-禁煙 ポスター

C-禁煙 カード

※PDF 版に変更になりました（2017 年 10 月）．

POEM 患者さん向けニュースリリース「POEM；Patient Oriented Evidence and Message」
患者さんからもらった確かな情報…
水や空気のように当たり前だった医療保障が、
いま大きく変わろうとしています。
患者さんにとって、そして国民にとって必要な医療が何か、
何が役に立っているか…臨床データが何よりも雄弁に語ります。
A4 サイズ 4 ページカラー
100 部単位（希望 no.）でお申し込みください。
PDF 版は会員用サイトよりダウンロード可能です。
患者さんはじめ、ご自身のホームページ、歯科医師会、地域、
学校など幅広くお使いください。
No.1 2007.2.28 発行
定期管理の評価「治療のために歯科医院に通うのじゃ損！」
No.1
No.2 2007.8.31 発行
歯の健康の QOL 評価「お口の中の健康が、生活のクオリティを高める」
No.3 2009.2.28 発行
海外タバコのパッケージから

No.2
No.3
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