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2017 年 2 月 20 日(月)	

	

中部日本デンタルショー2017 年	 訪問レポート	

	

2017 年 2 月 18 日(土)、19 日(日)と名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)にて中部日本デンタ

ルショーに訪問したレポートをさせて頂きます。今年で記念すべき第 40 回目となる中部日本デ

ンタルショーは、「健康長寿社会を支える歯科治療」というテーマで、愛知県歯科医学大会に併

設で盛大に開催されました。	

	

	

光学印象と同時に新型のシェード測定まで出来る新しい口腔内スキャナや、精密模型用 CAD/CAM

樹脂材料、新しく登場した 短３秒から撮影可能なセファロ付 CT、レシプロックの動きをする

コントラ、歯肉緑下マージン形成にも便利に使えるマルチスケーラーピエゾ、エアを自在に制御

するユニット、便利な歯周検査システム、よりパワーアップした口腔内撮影用デジカメ、便利な

再来受付・自動精算システム、噴霧式冷却法で高出力なため痛くないけど良く切れる CO2 レーザ

ーなど、各社から面白い新製品が続々と登場しておりました。今年 初となる大型デンタルショ

ーに各社が様々な面白い製品を発表しておりました。	
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次頁以降で会場各ブースでの面白かった情報や製品などを紹介させて頂きますが、気になる製品

等がございましたら、お気軽に当社営業マンへお声掛けください。	

	

P３	 ①ヨシダ	

P４	 ②GC	

P５	 ③オサダ	 	

P６	 ④モリタ	

P７	 ⑤タカラ	

P８	 ⑥デンツプライシロナ	

P９	 ⑦カボ	 	

P10	 ⑧朝日レントゲン	

P11	 ⑨松風	 	 	

P12		⑩ナカニシ	 	

P13	 ⑪昭和薬品化工	 ⑫3Ｍ	 	

P14	 ⑬白水貿易	 ⑭茂久田商会	

P15	 ⑮ナルコーム	 ⑯アイキャット	

P16		⑰ノーザ	 ⑱電算システム	

P17	 ⑲東京歯科産業	

P18	 ⑳東海歯科器材/エスエスデンタル	

P19		特集：日本歯科医療の明日へ	

P22		 後に…	

	

尚、動画だとよりライブで直感的に伝わりやすいため、シラネホームページからのリンクで注目

製品の動画も含めた紹介も行っております。そちらも是非ご覧になってみてください。	

	

日頃から地域の方々の健康のためにご活躍されている歯科医療従事者の皆様に『素敵な情報や製

品との出会い』があり、皆様の毎日の御診療が「より安全に、より安心に」なることを、願って

おります。	
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① ヨシダ	

	

まずは今年で 111 周年となるヨシダブース。非常に多くの新製品が登場し、多くの来場者の注目

を集めておりました。まずは 4 月頃販売開始予定の参考出品ですが、① 短３秒〜CT 撮影、②

３秒セファロ、③３秒位置づけと 3-3-3 の全てが 3 秒でできる新しい CT『トロフィーパンオシ

リス３D セファロ』です。時短モードの３秒 CT はボクセルサイズ 400μm ですが、術後確認など

必要十分な場面も多くあり、CT 売上シェアトップのヨシダから正式発売の待ち遠しい CT がまた

もお目見えとなりました。	

CT 基幹部である管球の焦点距離がファインキューブと同じ 0.2mm、FOV がφ16×8 への大幅 UP、

パノラマ専用&CT 専用の２センサ自動切替で大人気の『エクセラ MF』と御比較ください！	

	

 
クラウン撤去時にバーが折れて危険な思いをしたことはございませんか？クラウン撤去ほか、バ

ーには適正回転数や 高回転数があり、それを守ることでバーの特性を 大限活かせます。ター

ビンで回転数制御は難しいですが、ヨシダの新型タービン『ケイエア』＆新型ユニット『エクシ

ード Cs』ならばコンピューター制御で回転数を自在に決めての治療が可能になります。他に

も、背もたれ、足元、フラッシング、テーブルシート、デザインに至るまで全てを一新し、更に

使いやすくなったエクシードシリーズの 新機種に大きな注目が集まっていました。	

ほかにも、噴霧冷却法採用高出力&自動円形スキャニングで、炭化層も少なく、治療速度・治癒

能力もより強化された上に痛くない…今までの CO2レーザーとは一線を画す CO2レーザーとコ

ードレス半導体レーザーがセットになった『オペレーザーデュアルウェーブ』、低価格帯から高

級機種まで松竹梅と揃った「各種マイクロスコープ」などが大きな注目を集めておりました。	
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② GC	

	

GC ブースはメイン会場入口すぐ左手にありましたが、長蛇の列ができたのは、同社の注目新製

品『ルシェロ歯ブラシ W-10』と『ルシェロ歯磨きペーストホワイト』の体験セミナーです。

『ペーストホワイト』は「高いだけのことはある」「着色が落ちる実感がある」とのお声を頂

き、リピーター率も高い製品ですが、新型歯ブラシは「ひし形繊細毛」で優しい力で、しっかり

ステインを除去できるホワイトニングにぴったりの歯ブラシです。同ペーストにマッチングした

歯ブラシ登場によりセットで「より」魅力が高まりました。	

発売日に合わせて開始した「ベストマッチキャンペーン」は大人気過ぎて、たった１日で完売と

なってしまったほどです。繊細毛なので強い力で磨いてしまうと、毛が早く開いてしまいやすい

こともあり、「繊細毛なので「優しく」磨いてください（優しく磨いてもひし形毛で落ちる）」

との注意喚起が必要な製品ですが、是非一度医院様にもセット置いて頂きたい製品の一つです。	

	

	

また大きな注目を浴びていたのは GC のマイクロ『ツアイス』と、それをサポートする映像記録

＆プレゼンテーションシステム『ADMENIC	DVP2』（カリーナシステム）です。大人気の『ツアイ

ス』に加え、動画撮影しながら足踏みスイッチで好きなところで静止画も撮影ができ、左右に術

前術後の静止画や動画を並べたり、操作もタッチパネルで直感的で楽なシステムが登場し、より

魅力的になりました。ほか、ブラウン登場で選択肢が増えたマッサージ機能付ユニット『ルアー

ナ』や、プランメカの院内完結型 CAD/CAM『プランフィット』、「口腔機能の回復」をサポート

するための『JMS 舌圧検査機』や舌トレーニング器具の『ペコパンダ』ほか、各種新規保険参入

製品など、多くの製品が注目を集めておりました。	
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③ オサダ	

	

『Made	in	Japan	made	by	OSADA』と技術やサポート体制に定評のあるオサダブース。今回の展

示では、コンセプト毎にユニット配置した展示ブースで見やすい設計となっておりました。まず

注目が集まっていたのは、ご高齢の方を含めた全ての方への「優しい機能」が満載のユニット

『オパルコンフォート』です。安心感のある手すりアーム、乗り降りしやすい 180 度回転、猫背

の方でも治療を受けやすいチルト機能ほか、お年寄りの方への思いやりが満載のユニットです。

また、訪問診療分野の先駆者でもあるオサダは、ポータブルユニットはもちろん、他にも「訪問

にこんなものが欲しかった」という製品を多く揃えておりますので、訪問診療を検討されている

医院様はオサダに相談すると、色々なアイディアがもらえるのでオススメです。	

日本は「高齢化社会」は遠の昔に突破した「超高齢社会」で高齢化率は 27％超と４人に１人以

上がご高齢者、また歯科受診者のうち高齢者割合は既に４割超ですが、この割合は今後もっと高

まっていくと考えられています。進展する超高齢社会に対応するためにも、オサダの「お年寄り

への優しさ」が満載のユニットや訪問診療機器の導入をご検討されては如何でしょうか。	

	

	

また、ブース奥に見やすく３台並んでいたのは、オサダの人気ユニット「スマイリー」シリーズ

の新機種『スマイリーＧＭプラス(GMP3)と、スマイリーＮプラス(NP3)』です。今までの使いや

すさはそのままに、ドクターテーブルを従来品よりも薄く軽く、アシスタントホルダーは可動域

が広くなど、「より」使いやすくなりました。ほか、半導体レーザーセミナーも実施し、コード

レスで使いやすい新型半導体レーザー『オサダ	ライトサージ	セルビー』など、多くの製品が注

目を集めておりました。	
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④ モリタ（＆モリタ経由での販売が多い会社）	

	

昨年創業 100 周年を超え、新たな時代のスタートを切ったモリタブース。他にはない面白みのあ

った製品は『ピカッシュ』です。毎日の義歯のケアがラクになった良いと思いませんか？義歯へ

ナノ銀コーティングで３ヶ月持続しニオイや汚れが付きにくくなり、その間は簡単な水洗いで義

歯ケアを行えるという面白みのある製品です。３ヶ月で効果が切れるので、新たなコーティング

と共に口腔内確認＆ケアを行うなど「ご高齢患者の定期来院意識付け」にも役立つ同製品。開発

したのは熊本の「株式会社ピカッシュ」ですが、熊本復興支援の応援も兼ねて、ピカッシュのご

導入を検討されては如何でしょうか？	

	

モリタ経由での販売が多いサンメディカルからは『バルクベースハード』が新登場いたしまし

た。CR 窩洞、インレー窩洞を問わず積層なしに一括充填可能な低重合収縮レジン系裏層材の

『バルクベース』の物性が高まり歯冠部分まで一気に充填が可能となり、便利なシステムが更に

魅力的になりました。	

また 近、CAD/CAM で適合がいい反面、試適時にピタっとはまったクラウンが取れなくなり、お

困りになった経験はございませんでしょうか？そんな先生にオススメなのは、YDM 新製品の『ク

ラウンリムーバー』です。パラレルに挟込むホールグリップが豊隆部を安定して把持するほか、

バネの反発力で過度なハンドル握りこみを防ぎ、力のコントロールをしやすいなど、「こんなの

欲しかった」という既に３ヶ月待ちの大人気製品。ご入用の方は早めにご用命ください。	
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⑤ タカラ	

	

タカラブースで注目を浴びていたのは大人気ユニットの『シェルト』と、そのキャビネットデリ

バリータイプの『シェルト C』です。『シェルト C』は中部日本デンタルショーでは初展示とな

りましたが、ドクターテーブルが専用キャビネットに収容され、パソコンも収納が可能と、デザ

イン性も高くすっきりしたデザインな上に、テーブルでの書き物、収納にも便利な製品の登場で

す。便利な機能が満載な上に、リーズナブルで人気な『シェルト』シリーズの販売が更に伸びる

予感のする新製品の登場がありました。	

	

また、新製品で注目を集めたのは同社の拡大術野映像システム『ミューカム』です。医科では、

チーム医療で拡大画像をドクター、アシスタントで共有しながら治療をすることも多いですが、

歯科でも同じようなことができる製品です。チームでの情報共有だけでなく、患者さんにも安心

感を与える拡大術野映像システムは、例えば、小児の治療中も親御さんにも安心してみていける

など、安心感を持って頂けます。お値段もモニターや、ズーム・フォーカスが可能なフットスイ

ッチ付で定価 221 万円とお手頃なタカラからの新しい提案を、既存人気マイクロスコープのグロ

ーバルとも比べてご覧ください。また、患者さんとのコミュニケーションがしやすく、スタイリ

ッシュなユニット『プレシア』からは御洒落なボタニカルカラーも登場。お洒落な医院作りに興

味のある方にオススメな製品が多いタカラブースでした。	
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⑥ デンツプライシロナ	

	

本年１月１日に日本法人も正式に合併した「デンツプライシロナ」でまず大きな注目を浴びたの

は『セレックスピードファイア』です。非常にコンパクトなジルコニアファーネスで、従来品で

は 低 1.5 時間以上かかっていたジルコニア焼成時間が、なんと 10 分〜と非常に早い活気的な

製品です。ジルコニアのみならず『セルトラ』や『e-max』焼成にも活用できる便利な製品で、

セレックの魅力がより一層高まりました。	

『セレック』（オムニカム＋MCX と人気の組み合わせ）も、10 年ローン(金利 2.25%)で考えれ

ば、セラミッククラウン(１歯 65,000 円計算)から材料費を差し引いたとしても「月２本」でロ

ーン支払い金額以上の「モト」が取れてしまう計算ですし、保険ハイブリッドレジン冠だけでも

「月５本」の計算です。弊社セレック導入顧客へのアンケートでは、オムニカムユーザーの満足

度割合はなんと 100％。医院様にも大人気システムのご導入を検討されては如何でしょうか。	

	

デンツプライの大人気製品『X スマート＆ウェーブワンゴールド』は「エンドが楽に早くなっ

た」というお声を頂く大人気製品システムですが、新たな新製品『プロテーパーゴールド』が新

発表されました。従来品に比べ、同社独自のゴールドテクノロジー採用で、疲労破折抵抗値 2.6

倍 UP、柔軟性 24％UP と物性が大きく向上した上に、規格・手順は変わらずお値段も据え置き。

世界的に人気な同社のエンドシステムが「より」魅力的になりました。	

他にも大きな注目を浴びていたのは、同社の超音波スケーラー『キャビトロン』です。ピエゾ式

とは違う楕円運動で、側面だけでなく刃の 360 度全面で削れて便利な上、キーンという音も少な

く、痛みも少ない人気スケーラーはデモを見ても非常に便利そうな一品でした。今年の正式合併

により新たな一歩を歩み始めた同社の今後に注目が集まります。	
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⑦ カボ	

	

著名講師陣のブース内講演が多く開催されたカボブースで大きな注目を集めたのが、昨年で主要

４機種全てが新製品となった歯科用ユニット陣。ハンドピースで定評のあるカボですが、エア圧

やモーターの違いから同社ハンドピースの性能を 大限発揮できるのは、やはり同社のユニット

です。フラッグシップユニットの『E80	Vision』と、新型『プリムス	1058		Life』が展示され

て注目を浴びていました。	

『プリムス 1058	life』はカボベストセラー機種としての堅牢性、安定性、切削パフォーマン

ス、２つの水消毒システムや、足元でハンズフリー操作の出来るマルチフットコントローラーは

勿論のこと、従来品に比べチェア部のモーター静音性も高くなった高性能なカボ入門機種。	

もちろん、上質な高級ブランドのカボですが、 近は初心者にも手の届きやすい価格層の製品も

揃え、「カボ開業」も増えてきております。一度、カボユニット×インスルメントのトルク安定

性を味わってみては如何でしょうか。	

	

他、世界的に人気なカボの各種インスツルメントや、余剰セメントの適切なタイミングを視覚的

に確認できるカラーインジケーター機能付きの画期的な接着性レジンセメント『マックスセム	

エリート	クロマ』、下顎運動測定器の『アルティクスディグマ２』など多くの製品が注目を浴

びておりました。	
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⑧ 朝日レントゲン工業	

	

今回の中部日本デンタルショーで注目新製品が多かった朝日レントゲン。まずは、海外市場で大

人気の口腔内スキャナの『トリオス３』がとうとう日本上陸致しました！精度の高さで評判が高

い同社の口腔内スキャナは、口腔内をざっとスキャンするだけで、自動的にシェード確認も行い

その情報を取り込むなど、便利な機能もついており、多くの方々の注目を集めておりました。	

また、アマンギルバッハからは、欧州で人気の精密模型用 CAD/CAM 材料の「M-Plast」が新登場

致しました！寸法安定性に優れたポリウレタン製で、口腔内スキャナ取得データを元に CAD/CAM

での模型削りだしまでできてしまいます。口腔内スキャナ導入に関しては、 初は模型がないこ

とで不安視し、３D プリンタ等の追加必要性を検討していた方もいらっしゃるかもしれません

が、欧州で人気なアマンギルバッハの CAD/CAM「セラミル」×「トリオス３」ならばこの点も心

配不要ですね。ドイツ技工所でも非常にシェアの高い同社 CAD/CAM にもご注目ください。	

	

また昨年夏に発表された新型 CT『ソリオ X』はコンパクト&スピーディ&高性能で、かつリーズナ

ブルな機種で、需要に供給が追いついておりませんでしたが、今年になって供給も安定してきて

おり、CT 購入の際は見ておきたい機種です。同新型 CT の大幅改良に貢献した、新画像情報ソフ

トウェア『ネオプレミアム２』は、高精細・ボリュームレンダリング表現力の向上、画像処理時

間の大幅短縮などを実現する注目ソフトですが、こちらが新規購入の同社ベストセラーCT『ソリ

オ Z』にも搭載可能となりました。同ソフトを取り入れた新生『ソリオ Z』にも大注目です	

ほか市場調査的な参考出品ですが、ロボットが患者様にもわかり易く楽しく各種説明をしてくれ

る『ロボホン』も初お披露目。他社との連携も含めた、同社の今後の動きが楽しみです。	
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⑨ 松風	

	

松風ブースで、大きな注目が集まっていたのは一時期市場から消えてしまっていた松風の大人気

歯科用デジカメ『アイスペシャル C-Ⅱ』の後継機種『アイスペシャル C-Ⅲ』です。従来品に比

べレンズも大きくなり、センサも CCD から C-MOS へバージョン UP、液晶も変わり、ピントが合

う深度の幅の「被写界深度」も更に向上しました。前歯にピントを合わせてパシャっと撮って

も、奥の臼歯までクッキリ画像です(当社フェイスブックページに動画も公開しております)。	

他にも、廻る扇風機もピタッと止まって撮れる速いシャッタースピード、防水機能、夕方でも明

るい部屋でも同じ色合いを実現する色調安定性など、「口腔内撮影に嬉しい機能が満載」のカメ

ラが今年の 5 月 22 日に発売予定と発表され、非常に多くの方々の注目を集めておりました。	

	

	

ほか、注目を浴びていたのは同社新製品の硬質レジン『セラマージュ DUO』です。三井化学との

共同開発モノマー採用で、光重合＋加熱重合で 250mpa、光重合のみでも従来品を上回る 200mpa

と高い曲げ強度を実現致しました。シンプル操作パネルとコンパクトボディの加熱重合機『ヒー

トボックス』とセットで導入を検討して見たい製品です。	

また、痛くなく、気持ちいい歯周デブライドができる EMS『エアフローマスター』も多くの方が

デモで実感されていました。各種製品にご興味頂いた方はお気軽に弊社営業へお問い合わせくだ

さい。	
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⑩ ナカニシ	

	

ナカニシブースで非常に大きな注目を浴びていたのは新型訪問診療ユニットの『VIVA	ace』で

す。軽量 8.6kg に、マイクロモーター、バキューム、３Way シリンジ、多目的スケーラーが全て

ついたオールインワンで、設置も非常に簡単と便利な製品です。これだけ揃った製品の割には価

格もお値打ちなので、非常にコストパフォーマンスのよい製品です。	

超高齢化社会の現在、訪問歯科診療は多くの生活者が求めており、厚労省も推奨しております。

医院診療をされながら、訪問診療も本格的にとりいれている先生はまだ少数派ですが、「か強

診」加算も新たに設定され、益々注目が高まる訪問診療をいち早く医院様にも取り入れられては

如何でしょうか？	

	

また、従来品ながらも「こんな使い方があったんだ！」と知った人には好評な『アイプロフィ

ー』が再注目を浴びました。コードレスで使い廻しが便利な歯面研磨器ですが、実は「ハンドフ

ァイル使用可能ヘッド」の着用により、エンドでも活用できます。K ファイルに必要なツイスト

運動をするヘッドや、H ファイルに必要な上下運動をするヘッドがあり、手用ファイルを簡単に

チャックで装着して使用できます。今は、手用ファイルを使っているけど疲れるし、でもニッケ

ルチタンファイルで新しい方法を導入するのも大変だし…という方にぴったりな「今まで通りの

治療をラクに」できる面白い製品です。そのほか、世界的に大人気の Z コントラや、タービンな

ど、多くの製品が注目を集めておりました。	
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⑪ 昭和薬品化工	

	

昨年 10 月にＧＣが全株式を取得し、ＧＣグループになった昭和薬品化工からは新製品として、

先発薬ジスロマック錠のジェネリック『アジスロマイシン錠』が出品されました。１日１回２錠

を３日続けて服用頂くことで約７日間作用が持続するお馴染みな抗生物質のジェネリックです

が、患者さん負担も少なく、政府も推進するジェネリックをＧＣグループとなり歯科分野での安

心感/安定感もより出た昭和薬品化工製品で試してみては如何でしょうか。	

また、歯周疾患治療薬で有名＆人気の『ヒノポロン』に含まれる抗菌成分ヒノチオールを高濃度

に配合し、歯周病菌の抗菌・予防に役立つ歯磨き粉『ヒノペリオ』は、「知っている人は知って

いる」人気製品です。ＧＣグループに入り新たな道を歩み始めた同社の今後に注目です。	

	

⑫ ３Ｍ	

	

３Ｍで大きな注目を浴びていたのは『クリンプロ歯みがきペースト』です。フッ素と一緒に、歯

質を形成するのに必要なミネラル（リン酸＆カルシウム）を同時に歯質に補給でき、歯みがきし

ながら再石灰化を促進するう蝕予防にオススメな歯磨きに多くの方がご覧になっていました。	

また、今まで 30 分程度かかることが多かったインプラント印象も、スキャンボディを立てて光

学印象が 5 分程度でさっと済む上に、ストローマンや 3i のシステムと連携し、ボタン一つで高

精度印象データをメーカーに直接送信でき、アバットメントや上部構造のデザイン・発注までが

簡単で早い口腔内スキャナ『トゥルー	ディフィニッション	スキャナ』は、特にインプラントユ

ーザーへ是非ご導入を検討頂きたい便利な一品です。臨床に便利な断熱カバー付スタンドもセッ

トでお得なダブルパックキャンペーン中の人気製品『スコッチボンド』ほか、多くの製品が注目

を浴びる３Ｍブースでした。	
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⑬ 白水貿易	

	

白水貿易で大きな注目を集めていたのは大容量の人気ウォッシャーディスインフェクター『ミー

レ』と、従来品の 17ℓから 22ℓへ大幅容量 UP したクラス B 滅菌器の『リサ』のコンビです。リサ

は緊急時に未包装ハンドピースなどを 大 0.6kg まで 15 分で滅菌可能な「お急ぎサイクル」を

搭載するなど、便利な機能もあり、クラス B をご検討の方には注目の製品です。	

またペンシルバニア大学のエンドでも多くの製品を採用され有名なスイス FKG からは、「XP エ

ンドフィニッシャ」が登場いたしました。根管外の 20 度ではストレート形状ですが、根管内の

温度 35 度ではフック形状となり、湾曲や楕円の複雑な根管形態も効果的に根管形成が行える便

利な製品です。海外からいち早く新製品を紹介するイノベーターの白水貿易から、またも魅力的

な製品が続々と登場してまいりました。	

	

⑭ 茂久田商会	

	

茂久田商会で大きな注目を浴びていた新製品は、ジッペーラー社の画期的コントラハンドピース

です。なんとユニットに装着すれば、根幹拡大を効果的に行うための反復回転運動「レシプロ」

の動きをするというレシプロック専用コントラです。	

切削効率 UP で、同社従来モーター使用で 38.9 秒だった透明根管模型拡大完了が、16.4 秒と大

幅に短縮しました。チェアタイム削減、チェアサイドもスッキリで、滅菌も可能な「レシプロ」

用ハンドピースと面白い製品が登場しました。「売るためでなく、作り出すため」茂久田商会の

新しい動きに注目です！	
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⑮ ナルコーム	

	

ナルコームは歯周ポケット測定器『Pam』が非常に大きな注目を集めていました。USB でノート

PC 等に接続してご使用いただける歯周ポケット測定器です。フットスイッチで入力できるので

補助の方も不要で、簡単・短時間に正確な歯周検査が出来るようになる「こんなものが欲しかっ

た」製品です。実際に試してみましたが、歯周ポケットに差し込むと適度な圧でプローブが押し

戻され、簡単に安定感のある歯周検査が行える上に、足踏みスイッチで簡単入力ができました。

ヨシダ等でも販売の「達人プラス」や「達人プラス Lite」とも連携可能で、非常に便利な製品

と、ナルコームブースでもヨシダブースでも多くの方々の注目を集めていました。	

	

⑯ アイキャット	

	

アイキャットで大きな注目を集めていたのは、同社のインプラント支援システム「ランドマーク

システム」です。術者目線からの「イイ機能」が盛りだくさんの同システムは、インプラントガ

イドでは、ノーベル、バイオメット３i、京セラほか多くのシステムに対応し、日本におけるイ

ンプラントガイドシェアもトップクラスです。また臨床的骨密度診断を実現するＣＴ値出力と、

金属アーチファクト除去機能に優れている特徴をもつ同社ＣＴの『Revolux』は、上記ランドマ

ークシステムとの連携もあり、インプラントユーザーに人気のＣＴです。大阪大学歯学部発ベン

チャーの同社の今後の動きに注目が集まります。	
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⑰ ノーザ	

	

「伝える」から「伝わる」へ！レセコン大手ノーザから、「伝わる」患者様向けプレゼンテーシ

ョンソフト『Hi	Visual』、人気シリーズのワイズスタッフシリーズから歯科電子カルテ搭載シ

ステムの『ワイズスタッフ９＋』が新登場しました。また、ネット予約等はもちろんのこと、レ

セコンとのデータ連携で便利な予約システム「予約プレミアム」を含め、「IT 導入補助金（所

得費用の 2/3、上限 100 万円を補助）」申請が可能で、多くの方の注目を集めていました。	

ノーザへの申請期限は今週末金曜日と間近で所定人数に達した時点で終了、通るも八卦、外れる

も八卦かと思われる補助金申請ですが、こんな機会に IT 更新を検討されては如何でしょうか。	

	

⑱ 電算システム	

	

電算システムで大きな注目を集めていたのは「再来受付・自動精算システム」の『Clinic	

KIOSK』です。簡単操作のセルフ受付/精算が可能で、入力作業の負担軽減、受付/会計の待ち時

間短縮、人為的なミスの削減に繋がります。レセコンや予約システムとの情報連動で、簡単に受

付が終了し、また精算も自動的にできます。受付はスタッフが変わるたびに新たに教育が必要で

すし、18 歳人口の減少により今後さらに人の採用が難しくなる時代。同システム２台セットで

498 万円ですが、人件費のことを考えれば数年ですぐに元を取れるという考え方もできる便利な

システムです。気になる方はお気軽にシラネ営業マンへお声がけください。	
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⑲ 東京歯科産業	

	

歯肉縁下マージンは審美に良い方法ですが、通常の回転器具で歯を切削しようと思えば、歯肉を

巻き込み出血してしまう可能性もあるなど、形成は難しいですしジャンピングマージンなどは禁

忌とも言われます。そんな縁下マージン形成にオススメな、東京歯科産業の新製品『マルチピエ

ゾ』のクラウン形成用チップが大きな注目を集めておりました。紙ヤスリで、細かい振動をする

と、爪は削れても、皮膚は一緒に動くだけなのと一緒の原理で、超音波振動で歯は削れるけど歯

肉は削らないクラウン形成用チップでの治療は、縁下マージン作成にピッタリ。他にも、エン

ド、ペリオ、スケーラー、ソフトモードと各種モードがあり、クラウン撤去なども出来る、まさ

に「マルチ」なピエゾな上に、お洒落なデザインで定価も 38 万円とお買得な製品です。	

	

またニッチですが、便利で知っている人には大人気なのは、プロフィン PDH ハンドインスツルメ

ントです。フラットな形状の片面コーティングチップで、周囲の組織にも安全に、能率的に隣接

面や歯根面の仕上げ研摩に利用でき、充填材のバリとりや、合着材のオーバーハングを除去でき

るなど便利なインスツルメントです。	

ほか、表面コートが可能にした「ノンケミカル」の持続性除菌・抗菌材の「シトラスバスター」

は、グレープフルーツ種子から抽出された浸透圧差で菌・ウイルスを破壊する抗菌材です。マク

ドナルドのバンズ内包装にも使用される材料の口に入っても大丈夫な抗菌材は、１日１回、ユニ

ットや床・壁、テーブル、トイレ、手すり、マスク・白衣などに使用することで、インフルエン

ザや B 型肝炎、C 型肝炎など幅広いウイルスや菌への除菌・抗菌効果がある活気的製品。 近、

新しく魅力的な製品を続々と登場させている東京歯科産業の今後にも注目です。	
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⑳ 東海歯科器材	 /	 エスエスデンタル	

	

東海歯科器材ブースで、大きな注目を集めていたのは純日本製の新しい歯ブラシ『艶白』です。	

毛は海外で作って植毛のみ日本で行い「日本製」をうたう会社も多いですが、毛から一般的なナ

イロン毛とは違う柔らかくもコシがある国産 PBT 毛を採用し、製造まで一貫した「純日本製」の

品質にこだわった製品で、色々と便利な形や、毛の種類が揃っています。正しい持ち方をサポー

トする『ペングリップ』の歯ブラシや、ワンランク上のワンタフト『レプトン』や、ラウンド毛

の『スタンダード』、二段植毛の『ツイン』など様々な種類を用意があり、多くの衛生士の方の

注目を集めておりました。	

	

エスエスデンタルブースで注目を集めていたのは、大人気 KENDA シリコンポリッシャーから新し

く仲間入りした新形状です。丸みを帯びて、口蓋部などのトリミングを効率的に行える F9 と、

金属にも対応する切削力でクラスプ研磨などにも使える細部や狭部に適した F16 の新形状が仲間

入りし、「より」便利になりました。	

また、クラウン・ブリッジ除去の際にバーの破折などでお困りの先生にオススメなのは、ドイツ

EMC 社の「クラウンバスター」です。従来比３倍の切削力で、目詰まりせず高い耐久性です。刃

先が折れにくく、トルクも伝わりやすいので先生のストレスも軽減し、チェアタイム短縮によ

り、先生にも患者さんにも好評な製品です。	

他にも硬度の高いジルコニアやセラミック切削に適した粒揃いの天然ダイヤ採用で、切削性能・

耐久性が高い上に仕上がりも綺麗なドイツ FIS 社の『ダイヤポイントハイブリッド』など、欧州

の多くの人気良品がエスエスデンタルから紹介され、多くの方の注目を浴びていました。	
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◎特集：日本歯科医療の明日へ	

	

12 歳における永久歯の虫歯等数は、文部科学省の学校保健統計調査で昭和 59 年から実施されて

おりますが、当初 4.75 本だった虫歯等数は直近の平成 28 年度で 0.84 本(当初の 1/5 以下)と、

大きく減少しております。これは歯科医師の先生方が中心となり、歯科界が予防や口腔健康の大

切さを広く発信してきた賜物です。しかし、一方でこれだけ虫歯が少なくなった時代に、削っ

て・詰めてといった「歯の形態の回復」を中心とした「昔、大学で習った知識」のみで、今後の

時代が求める診査・診断・治療は大丈夫そうでしょうか。	

	

一方で、日本の高齢化は急激に進捗しており、昭和 25 年にはわずか 4.9%だった高齢化率(65 歳

以上人口割合)は平成 28 年でなんと 5 倍以上の 27.3%に達しました。WHO 定義によると高齢化率

7％超を高齢化社会、14%超を高齢社会、21%超を超高齢社会といい、日本は「高齢化社会」は遠

の昔に突破した「超高齢社会」で、世界主要国の中でも高齢化率は突出しております(平成 28

年：日本 27.3%、イタリア 22.7%、ドイツ 21.4%、イギリス 18.0%、アメリカ 15.2%)。また、今

後は 2040 年に 36.1%、2060 年に 39.9%となる予測と高齢化は更に高まる予測です。	

そして、人口高齢化の進捗以上に、歯科受診患者の 65 歳以上の割合は増加しており、平成 26 年

度の時点で既に 41%と、5 人の患者さんのうち 2 人以上がご高齢の方と、患者さんの高齢化は更

に進捗しております。こんな「超高齢社会」の日本において歯科はどうするべきでしょうか。	
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厚生労働省は、従来の削って・詰めての「歯の形態の回復」から、超高齢化社会を支えるための

「口腔機能の回復」が多く求められるようになると『歯科治療の需要予想』を行っております。

そして、前回診療報酬改定でも、「有床義歯咀嚼機能検査の新設」や「舌接触補助床を装着した

患者に対する舌圧検査の導入」など『口腔機能の回復』を行う為の新たな診査・診断項目が保険

導入されました。	

今後、まさに今回の中部日本デンタルショーのテーマ『健康長寿社会を支える歯科治療』とし

て、健康長寿推進の為に歯科の重要性が高まると同時に「求められる歯科の提供すべき機能」は

変化してきております。そして、時代の変化に対応するためには、大学の勉強でお終いではな

く、日々、時代の変化に合わせた勉強が必要ですが、今回の「愛知県歯科医学大会」「中部日本

デンタルショー」はよい場所だったのではないでしょうか。	

	

出展各メーカーも、歯科医療の発展、歯科医療の未来を考え様々な取組を行っております。	

	

例えば「健康寿命延伸のための歯科医療・口腔保健」をテーマに 2015 年 3 月に東京で開催され

た世界会議の後、GC(GC	international	AG)は世界歯科連盟(FDI)と連携し、「高齢化人口のため

の口腔保健」パートナーシップを結んで、高齢化人口に対する歯科の取れる対策を一緒に議論し

ております。FDI は WHO にも提言を行い、各国の厚生労働省のような組織/政策にも影響を及ぼ

すなど、世界の多くの歯科医師を代表する組織ですが、FDI とパートナーシップを結ぶ企業は量

よりも質と、全世界でも 15 社だけです。その１社でもある GC は、世界的にも突出した超高齢社

会の日本から世界に、多くの情報発信をしようとしております。	
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そんな GC は、「健康長寿」のために重要な「口腔機能診断/回復」のための各種製品を揃えてい

ますが、前回保険改正の際にも新たに「有床義歯咀嚼機能検査」や「舌圧検査」などの診査・診

断項目が追加されました。健康長寿のためにも栄養摂取は欠かせませんが、咀嚼だけでなく、嚥

下まで行わなければそれはかないません。嚥下をサポートする舌圧も含め、検査やトレーニング

で患者様の健康を口腔からサポートできたらいいですよね。「健康長寿社会に貢献する世界一の

歯科企業への挑戦」を中期ビジョンとして掲げる今後の GC の動きにも注目です。	

	

	

ヨシダは｢人々の健康と笑顔（Health&Happiness）を創造し続ける｣を理念とし、「歯科医療の次

の時代」を歯科医師の先生・歯科医院スタッフの皆さまと共創していく DNA（Dental	Next	

Action）という活動を行っております。	

歯科の著名な先生のみならず、医科で著名な先生も招いて歯科医療から全身健康への貢献を皆で

考えたり、心理学・コミュニケーションに詳しい先生を招いてチェアサイドでのコミュニケーシ

ョンによるソリューションの検討をしたり、地域貢献、人材採用/マネジメント、経営学、情

報、教育、チーム、共感など幅広いテーマから、「歯科医療の次の時代とは？」と歯科医療従事

者の皆様と一緒に考え、歯科医療の次の時代を共創して行くための活動を、DNA 特別講演会など

を通じて行なっております。私自身も特別に参加させて頂きましたが「勉強や気づき」になるこ

とが非常に多く、満足度 150％でした。「自身の未来の方向性」を考えるためにもよい参考とな

るので、チャンスがあれば参加することをオススメしたい取組みです（簡単登録無料のヨシダ友

の会でも「DNA 特別講演会」の一部をご覧になれるので是非ご覧になってみてください）	
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White	Cross は「医療の質を高め、人々の健康を高め、歯科医療の社会的価値を高めるために」	

を理念に、IT の力を活かし“歯科医療従事者（WHITE）を交差（CROSS）させていく”ことで、

現在より 5 年後、5 年後より 10 年後の歯科医療の社会的価値を高めていくことを目指している

会社です。歯科医療を面全体として、0.2%でも 0.3%でも高めていきたい！良くしたい！という

熱い想いから、歯科医師ながらも中小企業診断士や MBA も取得された先生が立ちあげられた同社

は、歯科医療従事者の皆様へのお役立ち情報を、ネットを通じた記事や動画、e-ラーニングなど

様々な手段で無料情報配信をしております。	

著名な歯科医師の先生がたの想いや経歴、治療方法記事やセミナー・動画、経営講義、歯科関連

の 新トピックスや記事、アシスタントの基礎業務を１から応用まで絵や動画で学びテストでチ

ェックする e-ラーニング、ドクター専用掲示板など様々なコンテンツを簡単な無料登録で楽し

める同社ポータルサイトは、歯科医療関係者の皆様には Yahoo などの代わりにホームのページに

しても便利なサイトです。	

	

このように、歯科医療の未来を考え、様々な取り組みを行っている企業からも色々と学びなが

ら、歯科医療の明日が少しでもよくなれば良いなと考えております。そして、弊社も微力なが

ら、各種情報発信や製品の提供によって、ごくわずかでも歯科医療の未来や地域に貢献できる企

業でありたいなと考えております。	

	

後に…	

長くなってしまいましたが、お忙しいところ 後までお読み頂きありがとうございます。今年

初のデンタルショーでは、非常に多くの新製品を各企業が発表し、活気のあるデンタルショーで

したが、如何でしたでしょうか。	

	

光学印象と同時に新型のシェード測定まで出来てしまう新しい口腔内スキャナや、精密模型用

CAD/CAM 樹脂材料、新しく登場した 短３秒から撮影可能なセファロ付 CT、レシプロックの動き
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をするコントラ、歯肉緑下マージン形成にも便利に使えるマルチスケーラーピエゾ、便利な歯周

検査システム、よりパワーアップした口腔内撮影用デジカメ、便利な再来受付・自動精算システ

ム、噴霧式冷却法で高出力なため痛くないけど良く切れる CO2 レーザーなど、各社から面白い新

製品が続々と登場しておりました。気になる製品等がございましたら、お気軽にシラネ営業マン

へお声掛けください。	

	

また、静止画のみだけでなく、動画も活用しながら、新製品紹介をさせて頂くとよりわかりやす

いことから、当社 HP のリンク先で動画も含めた製品紹介もさせて頂いておりますので是非そち

らもご覧ください（当社ホームページからリンクがあります）。皆様のお知り合い・ご友人を始

め、多くの方々に知って頂く為にも、シラネフェイスブックページでも面白みのある製品が見つ

かったら「シェアする」や「いいね！」ボタンで多くの方にも広めて頂けたら幸いです。	

	

	

	

おかげさまでシラネは今年創業 70 周年を迎えます。これはひとえに、歯科医療従事者の先生

方、良い製品を供給してくれるメーカーの皆様方のお陰だと大変感謝しております。この場を借

りて、厚く御礼申し上げます。	

私共、歯科ディーラーにとって第一の努めは、歯科医療従事者の皆様へ『よい情報、よい製品』

をいち早く正確にお届けし、『歯科医療従事者の皆様へのお役立ち』をすることだと考えており

ます。そして、歯科医療従事者の皆様へのお役立ちを通じて、皆様の笑顔や健康に少しでも寄与

できたら良いなと考えております。	

『人々の笑顔、健康に寄与することを目指して！』今後とも歯科医療従事者へのお役立ちを第一

に、様々な情報発信に努めて参りますので、引き続きご愛顧のほど、どうぞ宜しくお願い申し上

げます。	

以	 	 上	

	

(取材・編集)株式会社シラネ	 専務取締役	 榊原利一郎	


