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2016年６月 13日 

 

シラネデンタルフェア 2016開催レポート 

 

2016年 6月 12日(日)に名古屋中小企業振興会間（吹上ホール）にて、シラネデンタルフェア 2016

を開催致しました。梅雨の開催にて雨天が心配されましたが、おかげさまで雨は夕方に多少降っ

た程度で、来場者人数 1,456名（歯科医師 825名、歯科技工士 79名、歯科衛生士/歯科助手 469

名、その他 83名）と非常に多くの方にご来場頂き盛況でした。 

 

今回のシラネデンタルフェア 2016 では、より身近な存在となった CT、CAD/CAM や、今年の

保険改定で注目を浴びるマイクロスコープ、口腔内カメラ、訪問診療機器、外来環関連機器、フ

ァイバーポスト、下顎運動測定器、咀嚼能力測定、舌圧測定器、軟性リベース…などなど多くの

器械や材料が注目を浴びておりました。セミナーでもファイバーポストの使い方や接遇、クリー

ニングや歯肉マッサージほか幅広い分野の講演を皆様が興味深く聞いておられました。 

 

 
また多くのメーカーが、デンタルショー初披露目となる「口腔内スキャナ」や「訪問診療用ユニ

ット」、「下顎運動測定器」、「ジルコニアファーネス」、「子供用コンポジットレジン」、「ファイバ

ーポスト」、「NiTiファイル」、「歯みがきを面白くする製品」ほか…数多くの新製品や、注目製品、

お役立ち製品を発表致しました。シラネフェアの概要を以下レポートしてまいりますので是非ご

覧ください。 
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尚、掲載製品の多くは『シラネデンタルフェア特別価格』もご用意しており、フェア終了後もし

ばらくの間は価格面も通常よりご相談にのりやすくなります。次頁以降で会場での面白かった情

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シロナ 

P９	 ⑦カボ	  

P10	 ⑧朝日レントゲン、	 ⑨松風	  

P11	 ⑩デンツプライ三金	 ⑪ナカニシ 

P12	 ⑫3M	 ⑬アイキャット	 ⑭オピックス 

P13	 マイクロスコープ特集 

P14	 口腔内スキャナ特集 

P15	 ウィンドウズ 10への自動更新にご注意ください！特集 

P16	 会場セミナーについて 

P17  最後に… 

 

残念ながら本紙に掲載しきれなかった出展者の皆様のお薦め品も『シラネフェア見所紹介』とし

て当社フェイスブックページに掲載させて頂いております。シラネフェイスブックページもご覧

頂き、面白い記事がございましたら「いいね！」を宜しくお願い致します。 

 

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 

 

まずは吉田製作所が創業 110周年となるヨシダブースを紹介させて頂きます。今回なんと日本全

国で初お披露目となったのが、新型口腔内スキャナ『トロフィー３DIプロ』です。上下顎フルア

ーチ＋咬合撮影にかかる時間はわずか２分と超高速での動画撮影が可能な口腔内スキャナに多

くの方の注目が集まっておりました。 

また、大きな注目を集めていたのが、ヨシダのマイクロスコープです。149万円のお値打ち製品

から、独メーラー社の 578万円高級機種まで「松・竹・梅」と三種類のマイクロスコープが並び、

夫々の特徴がわかりやすい展示となっておりました。 

 

 

その他にも、既にメジャーな定番製品となった３Dの『ヨシダエクセラスマート F＋』ですが、

こちらもフェア特別価格で注目を浴びていました。CTは近年急激にご使用になる医院が増え、

2015年までの累計推定販売台数は 13,800台（約１/５の医院様が導入！？）と多くの医院様がご

使用される製品となりました。今回のシラネフェアでは、ヨシダと協力し「かなりの特別価格」

をご用意しておりますので、この機会に是非、医院様への CT導入もご検討ください。 

ほか、予防で有名な日吉歯科でも採用されたサブソニックブラシハンドピースの『ユリー』が、

ほとんどのメーカーのタービンホースにて接続が可となり新たな注目を浴びたほか、簡単に防湿

ができる『ミニダム』、削り体験コーナーが開設された『各種タービン』、『エクシード efxプ

レミアム』や『クレストネオ』など多くの製品が注目されておりました。 
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② GC 

 

続いて今年で 95周年の GCブース紹介です。GCでは非常に多くの保険改定対応製品が注目を浴

びておりました。中でも大きな注目を浴びていたのは、全国初お披露目となる下顎運動測定装置

の『モーションビジトレーナー V−１』です。販売開始は 6 月 2１日の予定ですが、咀嚼能力測

定に使用する『グルコセンサー』との連携も図れるようなソフトが入っており、かつリーズナブ

ルな定価設定 72 万円と、今年 4 月に新たに保険導入された『有床義歯咀嚼機能検査』に使用し

易い製品が登場致しました。本日から予約受付開始です！ 

また、大きな注目を浴びていたのはマイクロスコープ『カールツアイス』です。医科分野でも評

価の高い同社製品は、レンズ品質は勿論のこと、ブレにくいアーム、上顎にアプローチする際で

もまっすぐな姿勢でミラーテクニックを必要としにくい設計の pico moraなど、実際にマイクロ

スコープを使用しようとしたら欲しい機能が満載の製品です。 

 
中部日本デンタルショーでも人気で列ができておりましたが、坪田先生のご講演もあり、改めて

多くの方がご覧になっていたのは『ファイバーポスト＆ユニフィルコア』です。弾性係数が象牙

質に近いファイバーポストは、多くの症例で歯根破折リスクも軽減する優良な材料です。 

また、曲げ強度が 450mpa以上で非常に強く、発色も良い二ケイ酸リチウムのプレス材料『イニ

シャル LiSiプレス』は、陶材の『イニシャル Lisi』や、反応層除去にフッ酸処理のステップを省

けて便利な『イニシャル LiSiプレスベスト』などシリーズで注目の製品。他にも、マッサージ機

能付で診療もし易く改良されたユニット『ルアーナ』や、新テーパー型インプラントの『アドバ』

など紙面では紹介しきれないほ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 

 

昨年 80 周年を超えて、新たな一歩を踏み出したオサダブースのご紹介です。まず大きな注目を

浴びたのは他社では見ない高齢者にターゲットを絞ったユニットの『オパルコンフォート』です。

厚労省発表の資料によると歯科受診患者のうち、平成 2年にはわずか 13％だった 65歳以上の患

者様の割合が平成 26年には、なんと 41%と格段に増えてきております(平成 23年は 36%だった

がそれより更に 5％増加)。超高齢社会となり、更に年々増えるご高齢患者様用に、ご高齢者様も

入り易いサポートアーム、腰が曲がった患者様にも優しいチルト機能、車いす患者様も導入しや

すいユニット回転機能など、ご高齢患者様に優しい機能が満載のユニットを医院様にも一台導入

検討されては如何でしょうか？ 

 

また、訪問診療に強いオサダは「訪問診療コーナー」をもうけ、様々な訪問診療機器を一同に集

めて展示しておりました。新製品『オサダポータブルライト』は、患者様の口唇に引っ掛けるだ

けで、手を使わずに使用できる便利な口腔内照明器です。ほか、大人気のポータブルユニット『デ

イジー２』や、車いすや在宅で日常的な椅子や車いすの際に患者様の頸椎を安定させ口腔ケアを

サポートする『やすらぎピロー』など訪問診療をイメージしやすいブースでした。 

ほか、タービン削り比べコーナーや、五感で上質感を感じることのできる『ユニオートラフィネ』

などが大きな注目を浴びていました。 
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④ モリタ（&モリタ経由での販売が多い会社） 

 

今年創業100周年を迎えるモリタ。ここでもマイクロスコープが大きな注目を集めておりました。

ドイツ・ライカのマイクロスコープは日本でも人気で多彩なオプションもある製品です。また、

面白い製品はライオンの『チェックアップルートケア』。露出してしまうと虫歯になり易い根面

は、50 代の 45%は根面ウ蝕があるとのデータもありますが、露出した象牙質表面のコラーゲン

をコーティングする新配合 PCA を含む「根面が露出した口腔内におすすめ」なウ蝕予防歯磨材

です。患者様の根面状態を診断できる歯医者さんだからこそ「処方できる歯磨材」を医院様でも

御導入されては如何でしょうか？昨年末に発売開始された製品ですが、じわじわとご使用される

医院様が増えている製品です。 

 

 

ニッシンから新発売となった『フィリオクリーン歯石くりん』は、義歯に付いた歯石をご家庭で

も除去出来る新しい製品です。金属では材質によってご使用に注意が必要な製品ですが、自宅で

除去の難しかった歯石を取り易い注目製品です。同時発売となった『フィジオクリーンプロ歯石

用Ⅱ』は医院様で超音波洗浄機と一緒に使用する製品ですが、頑固な汚れも短時間で除去し、金

属のくすみまで除去する製品なので、こちらも合わせて見られている方が多くいました。ほか、

YDMやフューフレディ、サンメディカルでも多くの製品が注目を浴びていました。 
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⑤ タカラ 

 

今年からテレシステムズの歯科部門を買収したタカラ。タカラ歯科部門は、ほぼユニット専業に

近いメーカーでしたが、デジタル機器に強いテレシステムズを取り込むことにより、CTや位相

差顕微鏡など自社開発でのデジタル発展可能性も増やし、新たな一歩を踏み出しました。 

新生タカラテレシステムズの CT『QR-Master H/Champ』は、実測距離のわかる少し変わったパ

ノラマ機能や、コンパクトなクライアント PCなど一味違った CTです。また、中部日本デンタ

ルショーで日本初お披露目となった『GLOBAL Aシリーズ』は、新デザインに刷新されてスタイ

リッシュな上に、ハンドル近くで倍率調整も可能となり、注目を浴びていました。 

 

また、ユニットで目立ったのは『シェルト』です。昨夏から発売の同ユニットは、シラネフェア

初登場ですが、多彩な標準装備な割にリーズナブルな設定で、多くの先生方の注目を集めており

ました。エッジの効いたデザインもタカラらしさを感じるユニットです。 

ほかにも D3セミナーでは「患者さんからみた医院づくり」についてタカラスペースデザインの

執行役員瓦崎様からご講演頂きましたが、理美容業界のデザインも多く手がける同社の内装工事

にも大きな注目が集まっておりました。受付だけ、トイレだけなどのプチ改装も可能ですので、

興味のある方はお気軽にご相談ください。 
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⑥ シロナ 

 

「あれ？セレックのチェアサイド用ミリングマシンの横にコーヒーメーカーが・・・・？？？」 

と見えてしまうほど、コンパクトなジルコニアファーネス『セレック スピードファイア』が新

登場致しました。「チェアサイドジルコニア」を標榜する同製品は、非常にコンパクトな上に、

従来品ファーネスでは短いものでも 1.5〜２時間とかかっていたジルコニア焼成時間が、クーリ

ング時間を含めてなんと 10〜15分と非常に早い活気的な製品です！ 

セレックとのデータ連携で、材料質量やシェードによってもプログラムを変える賢さも備えた同

製品は、ジルコニアのみならず、ステイングレイスなどにも使用でき、また二ケイ酸リチウムの

セルトラ焼成にも活用できるとの英文資料も出ているなど、非常に注目度が高い製品です。 

アメリカでは発売後さほど経っていませんが、500台があっと言う間に売れるなど、世界的に品

薄が懸念される製品です。チェアサイドセレックとセット利用が必要な点は注意が必要ですが、

ご興味頂いた方には早めのご予約をオススメしたい製品です。 

 

 

また、ユニットではシニウスに、インプランターモードや、Xスマートと同じレシプロの動きも

できるエンドモードをオプション追加できるようになるなど、デンツプライとの統合効果により、

「より」デジタルデンティストリーの発展速度が加速しそうな期待のもてるシロナブースでした。 
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⑦ カボ 

 

カボブースでまず注目を集めたのが、新型ユニットの２台『エステチカ E80 Vision』と『エステ

チカ E50 Life』です。新型フラッグシップユニットの『エステチカ E80 Vision』は、先生からの

ニーズに基づき「より簡単な操作」「患者様とのコミュニケーション」「自動衛生機能」などを

実現する新型ユニットで、多くの機能が「より」使いやすくなりました。 

またインスツルメントの回転数やスプレー状態を自在に設定でき、形成やエンド治療の各ステッ

プにて呼び出すことのでき、精度の高い治療が短時間でできる『E50 Life』も注目を浴びていま

した。もともとハンドピースを作成していたカボが「そのハンドピースにあったユニットを世の

中に」と作成したユニットは、エア圧やモーターにも違いがあり、同社ハンドピースの性能を最

大限発揮します。 

 

そして、中部日本デンタルショーではご使用の先生から、回転数・トルクが非常に安定しており、

振動も少ないため、診療が「楽に早く」なったとご講演もあったカボのハンドピース。エキスパ

ートトルク E680Lや、エキスパートトルクミニ E677Lなどの人気製品へのフェア特別価格提示

などで大きな注目を集めておりました。フェア後もしばらくは特別価格提示させて頂きますので、

気になる方はお気軽にお声掛けください。 
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⑧ 朝日レントゲン工業 

 

今年５月に設立 60 周年を迎えた朝日レントゲンブース。同社で新しく注目を浴びていたのは、

矯正用ソフトで有名な安永コンピューターシステムとの連携がとれるようになるとの発表です。

矯正治療シュミレーションや、初診相談時に患者さんに類似した症例プレゼンテーションができ

るなど、新しい選択肢が増えました。同社 CT『AUGE SOLIO』は撮影範囲(FOV)が広く、治療目

的に応じて撮影範囲を選択でき、ロングジオメトリ構造により画像寸法精度が高いため、導入の

ために幅広く CT を研究した大学や病院、矯正などの先生に大人気の製品でしたが、更に魅力が

増しました。 

 

⑨ 松風 

 

松風ブースで、注目が集まっていたのは新製品の小児向け CRの『ビューティーフィル キッズ』

です。乳歯はやわらかく摩耗し易いですが乳歯にも優しく対合歯摩耗を抑制する物性、短時間勝

負の子供充填に適した操作性、バイトウイング法による隣接面での診査でも充填部位が明瞭に確

認できる高い X線造影性など、小児に特価した新しい CRが登場致しました。また、口輪筋トレ

ーニング器具の『りっぷるトレーナー』も新商品で登場するなど、小児向け新製品が多く登場し、

注目を浴びる松風ブースでした。 
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⑩ デンツプライ三金 

 

デンツプライ三金ブースで、大きな注目を集めたのは E5 セミナーでも御講演頂いた

『WAVEONE GOLD』です。もともと様々な根管拡大や形成を１本のファイルで、簡単・短時

間に実現する Xスマートプラス＋ウェーブワンは「エンドが楽に早くなった」とのお声を頂くベ

ストセラー製品でしたが、柔軟性/破折抵抗性が大幅に向上し、より注目度が増しております。 

また、短時間で３次元的根管充填が可能な新製品『ガッタコアピンク』や、広がりの少ない照射

で重合ムラを解消し、小型で軽量な新型光照射器『スマートライト FOCUS』など多くの製品が

注目を浴びておりました。 

 

⑪ 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、デンタルショー初登場となる訪問診療ユ

ニットの『VIVA ace』です。どこでも持ち運べる軽量 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て「この価格？」と非常にコストパフォーマンス

のよい製品が新登場しました。収納した状態で持ってみると非常に軽く、また設置や収納もしや

すい同製品に大きな注目が集まっておりました。７月発売開始予定ですが、早めに予約しなけれ

ば口腔外バキュームのように納期がどんどん先になってしまうニオイを感じる製品です。 
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⑫ ３M 

 
大きな注目を集めていたのは、デンタルショー初登場の『リライエックスファイバーポスト』。

表面に微細孔を有しているため、『ユニセム２』との組合せにより、前処理なしで植立が可能と

いう他社とは一味違ったファイバーポストシステムです。また、３Mのトゥルーディフィニッシ

ョンスキャナーは、要パウダー白黒も、高精度・高速でスタイリッシュな３Dスキャナです。ス

トローマンシステムとの連携もあり、ストローマンユーザーには是非一度ご覧頂きたい製品です。 

 

⑬ アイキャット 

 

大阪大学歯学部発ベンチャー企業で、CT 診断からインプラントシュミレーション、インプラン

トガイド作成などに有用な『ランドマークシステム』にて有名なアイキャット。同社の CT実機

が当社フェア初登場となりました。「アーチファクト軽減」や「CT値」という特徴をもった同社

CT『Revolux』は、インプラントをされる先生は宜しければ一度ご覧になってみてください。 

 

⑭ オピックス 

 
D4 セミナーで「明日から実践！勘違いされないためにも知っておきたいカルテの書き方」も講

演頂きましたが、同社レセコン用アプリで特徴的なものとして、『カルなび』というカルテの書

き間違いや書き漏れを指摘するアプリが注目を集めていました。 
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⑮ マイクロスコープ特集 

 

４月保険改定で新たなマイクロ加算が加わったことにより注目を浴びるマイクロスコープ。各社

が様々な製品を展示しておりました。まずとても注目度が高かったのは GCブースの『ツアイス』

です。高倍率でも明るいレンズ性能の良さは勿論のこと、止めたい所でピタっと止まり使い易い

アーム、上顎にアプローチする際もまっすぐな姿勢のまま直視もできる pico mora機能など実際

に使用することを考えると便利な機能が満載な製品です。 

ヨシダブースでは松竹梅と３種類のマイクロスコープが並んでおりましたが、高級機種の『アレ

グラ 330』は独メーラー社製品で、最大の特徴は電動フォーカスと電磁ロックがついた上に、フ

ォーカス幅が特集に記載４社マイクロの中で最大の 250mmという点。ボタンでピント合わせが

でき、ピント合わせが楽！といった特徴をもつ製品です。またお手頃シリーズの『プリマ DNT 

Nuver』と『プリマμ』の主な違いは、Nuverが倍率５段階、μが倍率３段階でフォーカス幅に

下記違いがある点です。 

 

 
タカラブースの中部日本デンタルショーにて日本初お披露目となった米国で人気の『グローバル

Aシリーズ』は、従来品に比べ更にスタイリッシュになった上に、倍率変更ノブがハンドルにつ

き、倍率変更等も行いやすくなった点が特徴。 

マニー社が輸入販売元の『ライカ』は高級カメラでも有名ですが、レンズの良さや、ハイパワー

LEDダブルビーム、様々なオプションがあるなど、各社の特徴を比べて試すことができるよい機

会で、多くのマイクロスコープに注目が集まっていました。 
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⑯ 口腔内スキャナ特集 

 

口腔内スキャナは昨年の世界最大デンタルショーIDSにて大きな注目を浴びておりましたが、日

本にも続々と新製品が入ってまいりました。インプラントや小児矯正の際に、印象採得で苦労さ

れたご経験はございませんか？そんな方には特に、一度ご覧になって頂きたいのが口腔内スキャ

ナによるデジタル印象です。 

まずは、口腔内スキャナ分野の先駆者＆開拓者であり、この分野をリードするシロナのオムニカ

ム。今までの知名度や実績はもちろんのこと、インプラントユーザーへはセレックガイド２など

のインプラントガイドシステム提供、また昨日日本初発表のチェアサイドジルコニアファーネス

の『セレック スピードファイヤ』など、セレックブランドでのデジタルソリューションは益々

進化しており、今後の進化にも注目のブランドです。 

 

一方、後発ではあるも良い製品を出してきた２社。シロナとの大きな違いはオープンシステムで

様々な CAD/CAMにデータ利用ができるという点です。 

そのうちヨシダでは、静止画タイプの『トロフィー3DIシステム』に加えて、動画タイプの『ト

ロフィー3DIプロ』を新発表。画像分野の世界的大手コダックの血を引く同社の両製品は、カラ

ー写真を３Dにしたような画像の綺麗さが売りで、CAD/CAMほかへのデータ利用は勿論のこと、

患者様へのコンサルティングにも活躍できる画像品質です。また、3DIプロは超高速撮影も可能

な上に、両製品とも保守料/ソフトウェア更新費用などのランニング費用面では、他社に比べて格

段に安いという点も魅力の１つでしょうか。インプラントの印象採得の際にも、インプラント体

に目印のピンをたて、デジタルで簡単高速に印象採得しデータ送付が可能で、チタン削出のカス

タムアバットメントもリーズナブルに作成可能など、未来は広がります。 

 

またシリコン印象などを世界的に販売する３Mが販売開始したということで、やはり時代はデジ

タル印象に移行していくのだなと感じる方も多い３M のデジタル印象システム。要パウダーで、

白黒画像ですが、３社の中でも一番スタイリッシュなデザインで、印象精度もかなり良いようで

す。ストローマンのインプラントシステムソフトとの連携が可能なため、インプラントガイドや

アバットメント作成など可能性が広がりストローマンユーザーには是非ご覧頂きたい製品です。 

各社特徴も参考にして頂きながら、是非最新分野製品の御導入もご検討ください。 
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⑰ ウィンドウズ 10自動更新にご注意ください！	 特集 

 
ウィンドウズ使用パソコンをネットに直接接続していると、ウィンドウズ 10 の更新画面が左上

のように表示されることがありますが、ご注意ください！ 

シラネフェアに御出展頂いたレセコンメーカー各社にウィンドウズ 10 への対応状況をヒアリン

グし、右上の表に纏めさせて頂きました。レセコンソフト単体では、ウィンドウズ 10 での動作

確認を出来ているがデジタルレントゲンや保険証スキャナ等の周辺機器等のリンクや対応状況

もご確認くださいとしているメーカーや、レセコンソフト単体でもウィンドウズ 10 を前提とし

て作成したソフトではないので更新は控えて頂きたいというメーカーが一覧で並んでおります。

また、＊1印をつけているメーカーは、レセコンソフト単体更新は可も多少設定の調整が必要、 

*２印をつけているメーカーは更新後の動作確認は出来ているが 10を前提として販売したもので

はないので自動更新を積極的にはしないでほしいというメーカーです。 

 

また、レントゲン・CTメーカー各社（ヨシダ、モリタ、朝日レントゲン、GC、タカラテレシス

テムズ、シロナ、カボ、アイキャット）へウィンドウズ 10 への自動更新への対応についてヒア

リングしたところ、ほぼ全ての会社がウィンドウズ 10 への更新はしないで頂きたいとの回答で

した（カボ最新機種 3D exam i+はウィンドウズ 10に対応しているとのことだが、それ以外全て

のメーカーはウィンドウズ 10への更新は控えて頂きたいとのこと）。 

現状デジタルパノラマや CT のサーバーパソコンや、クライアントは絶対にウィンドウズ 10 へ

の更新はお控え頂きたいですし、レセコンをレントゲン等デジタル機器に接続されている場合は、

そちらのパソコンのウィンドウズ 10への更新もお控え頂いた方が無難かと思われます。 

 

更新ポップアップウィンドウが出てくると、ついつい面倒くさいと、ウィンドウの右上「×」ボ

タンで閉じてしまいがちですが、「×」でウィンドウを閉じただけだとマイクロソフトの指定日

時に自動的にウィンドウズ 10 へ更新されてしまいます。指定日時の記載がある下に小さく「こ

こ」をクリックすると…と書いてある部分から進んでいくと、ウィンドウズ 10 への更新キャン

セルや日時変更ができますので、そちらからの変更が必要となります。 
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皆様の大切な器械を、トラブルから守るためにもご注意ください。 

また、ウィンドウズ 10への自動更新を避ける方法や、ウィンドウズ 10になってしまった場合に

旧バージョンへ戻す方法をマイクロソフトが公表しており、当社フェイスブックページの 6月 9

日（先週木曜日）の記事にてリンクを貼っておりますので、宜しければそちらもご参照ください。 

 

⑱ 会場セミナーについて 

 

 

今回のシラネフェア Aセミナーでは、坪田有史先生を講師にお招きし、『安心、安全な支台築造を！

ファイバーポストの活用法』についてご講演頂きました。ファイバーポストは弾性係数が象牙質に近

いため応力集中が起りにくいため、『歯根破折⇒抜歯』といったリスクを大きく軽減できるほか、審

美面などでも良い素晴らしい材料です。しかしながら、臨床面ではテクニック上注意の必要な点がい

くつかあり、例えば「接着に水分は大敵！根管内は乾燥しにくいので、接着前にしっかりとした乾燥

が必要。メーカーはペーパーポイントでの吸水を推奨していたりもするし、先生の場合はだいたい 40

秒以上はエアブローしている」など、よい材料を、安心安全にご使用頂く為のポイントを多く講義頂

きました。 

 

Bセミナーでは、澤泉仲美子先生に『心を育てる！患者接遇マナーセミナー』という表題で、笑顔と

気遣い、心を届けることの大切さについてご講演頂きました。受講生からは「スタッフ教育で悩み眠

れない日が続いていたが、何をどう伝えたらよいか気付き、心が晴れました」「７時間セミナーも受

講してみたい」など多くの「良かった！」というご意見を頂くなど大変好評でした。 

Cセミナーでは、佐藤朱美先生に『DH育成！患者さんの満足度をアップさせるワンランク上の施術』

という表題で、リピート率が 90％を誇るクリーニングと歯肉マッサージについて、わかりやすい動画

と解説を交えてお話頂きました。単に PMTCだけではなく、デンタルエステとしてリラクゼーション

の場を提供し、先生の医院ではリピート率 92％など、非常に参考になるお話でした。 

 

ほかにも会場内にて 10セミナーと多くのセミナーを開催させて頂きましたが、どのセミナーも多くの

先生がたにご参加頂き好評でした。 
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最後に… 

今年のシラネフェアでは、マイクロスコープなどの保険改定注目製品や、各社が新製品としてお披露

目した口腔内スキャナ、訪問診療用ユニット、下顎運動測定器、ジルコニアファーネス、子供用コン

ポジットレジン、ファイバーポスト、NiTiファイル、歯みがきを面白くする製品…など多くの面白い

製品が注目を集めておりましたが、如何でしたでしょうか？ 

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、他にも掲載しきれなかった各ブースの面白い製品を、当社フェイスブックページに掲載し

ております。是非、そちらもご覧になり、面白みを感じる記事がございましたら「いいね！」を

押してご友人にもお知らせください。 

 

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。皆様のおかげでシラネは来年は記念すべき創立 70周年、そ

してシラネフェアも記念すべき第 20回目となります。来年のシラネフェアは 2017年 6月 18日

（日）に開催予定ですので、また来年も多くの方々にご参加頂けたらよ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 

 


