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2019 年 2 月 19 日(火)	

	

第 42 回	 中部日本デンルショー2019年	 訪問レポート	

	

2019 年 2 月 16 日(土)-17 日(日)と名古屋・吹上ホールにて開催された中部日本デンタルショー

に訪問して参りましたので概要レポートをさせて頂きます。	

今回は平成 後の愛知県歯科医学大会併設の中部日本デンタルショーでしたが、「歯科医療の原

点と将来を見据える〜ライフステージに応じた口腔管理〜」という副題で、10,352 名と非常に

多くの来場者で賑わうデンタルショーでした。	

	

各社が CAD/CAM や 3Dプリンタなどのデジタル技工機器、活気的な３Dプリンタ材料、AR/VR を活

用した製品説明、便利なアプリ、デジタル咬合分析システム、QR コードを活用しながら患者理

解・情報共有を進めることの出来るソフト、歯科医院の匂いや除菌をしてくれ医院環境を良くし

てくれる製品、新型で便利な CT やレーザー、ユニット、新たな効能も期待出来る予防製品など

様々な製品を新規出品し、大きな注目を集めておりました。	

	

	

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、お気軽に弊社営業マンへお声掛けください。	
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P12		⑩ナカニシ	 	

P13		⑪東京技研	

P14	 ⑫３M	 ⑬トクヤマ	

P15	 ⑭クルツアー	 ⑮プレミアムプラスジャパン	

P16	 ⑯東京歯科産業	 	⑰佐藤歯材	

P17	 ⑱白水貿易	 ⑲東海歯科器材/エスエスデンタル	 	

P18		⑳その他各ブース注目製品	

P19		特集①	歯科界にルネッサンス！更に広がるデジタルデンティストリー、デジタル技工	

P20		特集②	ご存知ですか？「口腔健康管理」と「口腔ケア」の違い	

P21		 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	

	

Group21(G21)など、開業サポートが手厚く有名なヨシダ。	

今回は、開業に便利な情報をお届けする G21 用の LINE＠やアプリなど、ヨシダの開業が「更

に」強く便利になるデジタルサポート体制を発表し、多くの来場者が相談に訪れておりました。

例えば、新規開業と親子継承は「注意すべき点」「検討すべき点」がかなり違いますが、豊富な

経験があるヨシダに相談すると、色々とアドバイスをもらえます。	

また、大きな注目を集めたのは関千俊先生による『日常臨床での院内 CAD/CAM システム活用ポイ

ント』ブース内セミナーです。口腔内スキャナーから補綴物作成はもちろん、そのデータを利用

し、矯正・インプラント・デンチャー・ぺリオなど様々な治療に役立っている。印象とデジタル

印象の違いは、身近な例で言えば飛脚便で手紙を送るのと e-mail で送る違いみたいなもの。	

いつスタート？という話もありますが、アイフォン買うのに次が出てからと待ちますか？いつか

らでも思い立った際にスタートしてください！と熱い公演に大きな注目が集まっていました。	

 

その他、同社画像管理ソフト「Action Gate」では『MyPage』という患者さんへの情報説明／情

報共有が簡単になるオプションが追加されました。撮影後のデータの使いやすさ・管理のしやす

さも含めて、ヨシダの CT/パノラマの魅⼒がより UP いたしました。 

また、ダイレクトボンディング第⼀⼈者の⼀⼈である⻘島徹児先⽣も開発に携わった「デントク

ラフト TSURUGI」も⼤きな注⽬を集めていました。2019 年 3 ⽉号の DPN には⻘島先⽣による

「今までにないダイレクトレストレーション専⽤インスツルメント」という記事も掲載されてい

るので、ダイレクトボンディングに興味を先⽣は是⾮ご覧ください。ほか、除菌・脱臭に定評の

ある次亜塩素酸空間除菌脱臭機のジアイーノは、「くさや」と⼀緒に展⽰し、「ジアイーノあ

り」「なし」の匂いを⽐べてもらう演出（本当に臭くない！）で注⽬を集め、インフルエンザの

流⾏っているこの時期にウイルス・ニオイ対策を考える先⽣も多くいらしゃいました。 

開業・承継・デジタル etc と様々なソリューションを提供するヨシダの今後にも注⽬です。 
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② GC	

	

非常に多くの来場者で賑わう GC ブース。改めて大きな注目を浴びたのは同社 CAD/CAM システム

です。アドバ CAD/CAM フルセットも魅力的ですが、いきなり大きな金額の投資は、、という方に

増えてきたのは「まずは 160万円のアドバスキャン E1 のみ導入」という選択肢です。	

スモールスタートでスキャナ＋CAD ソフトを導入し、提携ラボでミリング等をお願いしながら、

デジタル技工の CAD操作・デザインに慣れながら、実際の受注状況も見ながら採算が合うなと感

じたらミリングや３Dプリンタなどの追加投資も可能となります。脱メタルの方向性は確実に進

行しており、それを助けながら生産性改革もできる CAD/CAM の技工界における重要性は「更に」

高まってきます。まずは、スモールスタートから始め、ホップ→ステップ→ジャンプと上を目指

しては如何でしょうか？	

	

その他に、大きな注目を集めていたのは新型半導体レーザーで Small	&Simple な『Sレーザー』

です。小型コードレスながら、 大 10W で素早くシャープに切開や止血などもできる製品です。

また、消耗するファイバーも 6m が本体の廻りに巻きついており、長期間交換も不要で効率的&経

済的な利点も含んだ新製品。CO2 と比較すると切開や止血に強みを持つとも言われる半導体レー

ザーですが、 大出力が高いことでその特徴がより強くなっております。	

また、もともとパターンレジンでは高いシェアを誇る GC ですが、さらに使いやすく進化した

『パターンレジン XF』が登場。従来品より、さらに操作性が UP、低重合収縮、ヒートショック

対応で低焼却残渣と便利な製品が進化しました。ほか CAD/CAM で簡単にテック作成が時短作成で

きる『PMMAディスク』や、新発売の『プリニアスマイル』など、非常に多くの製品が注目を集

める GC ブースでした。	
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③ オサダ	

	

今回のオサダブースは「イケア」も参考に、それぞれの半個室にユニット＋小物を展示し、実際

にユニットを置いたらどんな空間にできるかな？といったイメージを膨らましやすい展示で大き

な注目を集めておりました。	

全ての方へ思いやりの込もった製品を提供する同社からは、新しい小児歯科用ユニット『オサダ

ペディシア』を入り口に展示。小児ユニットながら起き上がりも可能なスタイルで、フルフラッ

ト一体型シートで挟み込みの心配もなく、また、可動式のスピットンの傍には持ち手付きのマグ

カップも設置可能などで、オプションのスピットンでは可愛い柄のものも選ぶことができるな

ど、小児目線の思いやりがこもった製品です。MC の説明に多くの方が注目していました。	

	

日本は歯科受診者のうち高齢者割合は既に４割超ですが、ご高齢の方への「思いやり」がさらに

進化した新型『オパルコンフォート』にも注目が集まりました。「可動式ステップ」で「より」

導入がスムーズになる上、サポートアームもスリムで軽くなり、高齢者に多い白内障の方でも確

認しやすいようクッション性のあるオレンジ色カバー付きでステッキホルダーまで付くなど、更

なる便利な機能が追加となり、よりご高齢の方に優しいユニットへと進化致しました。	

訪問診療機器でもパイオニア的存在の同社。オサダの大人気訪問診療用ユニット『デイジー２』

はもちろん、他訪問診療を支える機器も充実しております。	

尚、上記各種を含めたオサダユニットは全て『Made	in	名古屋、Made	in	愛知、Made	in	中部』

です。地産地消で地域経済が活性化するとの考え方もありますが、どうせ買うなら地元応援でオ

サダを見てみるかと、中部日本デンタルショーと地元で多くの方でオサダの用意した「空間」を

楽しんでいました。	
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④ モリタ（＆モリタ経由での販売が多い会社）	

	

モリタと同社経由での販売が多い会社ブース紹介。モリタからは『マイクロマックスブライト』

と LED ライト付きのコードレス歯科用電動式ハンドピースが登場致しました。訪問診療には特に

嬉しい LED付コードレスハンドピースは、フル充電で３時間使用可能と、便利な一品です。	

平成 30 年の歯科診療報酬改定により在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(120 点)が新設されて

おり、「より」注目度が高まる訪問診療ですが、訪問診療にぴったりな製品が登場致しました。	

	

クラレが発表した大きな製品で注目を集めていたのは『SA ルーティングマルチ』です。	

長鎖シランカップリング剤（LISi）を含む新しい接着性レジンセメントのため、セラミックスを

含めた様々な種類の補綴装置と歯質へプライマー処理無しで接着可能という画期的製品の登場！

CAD/CAM レジン冠の装着など、より高い接着を求める場合は、『クリアフィル	ユニバーサルボ

ンド Quick	ER』を支台歯処理することも可能です。	

また、注目を集めていたのは、サンメディカルのシーリング・コーティング材『Bio コート Ca』

です。形成後の生活歯など露出した象牙質表面に「薄く、硬く」しなやかで丈夫なコーティング

層を形成します。さらに、ハイドロキシアパタイト様の結晶育成を促進するカルシウム塩を配合

する「Ca ブラシ」との併用で再石灰化も促進する画期的な製品にも大きな注目が集まっていま

した。多くの新製品が注目を集めるモリタ関係ブースでした。	
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⑤ タカラ	

	

タカラブースでは中部初出展 CT『BEL-X(ベルクロス）』を一番目立つ位置に展示。タカラが満

を持して出した CT で、タカラらしいスタイリッシュなデザインにプラスして、管球設置パネル

とセンサーが各々スライドしコンパクトな設計（ 小 1500×1500 スペースにも設置可）。さら

に、液晶パネル上で確認しながら、放射線を使わずに２方向からのデジタルカメラでできるカメ

ラスカウト機能や、フランクフルト平面を水平に保ちやすい視線マーカーなど様々な新機能で位

置付けも行いやすくなるなど、使い勝手にこだわった CT に大きな注目が集まっていました。	

	

世界同時発売戦略ユニット『BEL	VITA』は、カンター×オーバーアームのみでしたが、ベースマ

ウントタイプも参考出品。世界向けユニットとして少し変わっている点は、メインテーブルが左

利きの人でも使用可能な位置まで動かせるなど面白い機能も備わっている点です。便利なタッチ

パネルに、６灯無影灯（通常４灯＋CR時２灯）も備えた世界戦略ユニットは少しずつ形態を増

やしていきそうです。	

他にも見た人からの評価が高かったのは、『ラポール i』『シェルト』にオプションで選択可能

なファブリック調シート。お洒落なファブリック調ながら、お手入れが簡単なシートの質感は他

メーカーの人も「いいな…」と言ってしまう程の質感。デザイン性に定評のあるタカラ製品が更

に進化です。2021 年の 100 周年に向け、これからの動きも楽しみなタカラブースでした。	
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⑥ デンツプライシロナ	

	

多くの人で賑わうデンツプライシロナブースで、注目を浴びていたのはやはりセレックです。セ

レックソフト SW4.6登場で、口腔内スキャン後はマージンも自動描写されるなど、 短５クリッ

クで補綴物作成支持を出せるようになり、もともと魅力的だったセレックが更に魅力的になりま

した。ハードを購入すればソフトの進化で、品質も向上していくセレックの導入も新たに検討し

てみては如何でしょうか。また、セレックは良さげだけど高いな、、、という方には「オムニカ

ムコネクト」で口腔内スキャナのみ先に購入し、「採算に合うな」と思ったらミリングも購入

と、 初は一部の投資で始める選択肢も大きな注目を集めております。	

	

	

また注目を集めていたのはシロナの『オーソフォス SL』です。オプションソフト「Sicat	Air」

購入で気道分析が可能となり、無呼吸症候群の方向けマウスピース作成や、矯正歯科での活用に

大きな注目が 近集まっていますが、更に追加でエンド診療に便利な「エンドレイアウト機能」	

も発表。根管軸を中心に回転させながら根管の形状分析などもできるようになり、とても便利な

機能に多くの注目が集まっておりました。	

同社材料での注目は、接着性レジンセメント『キャリブラセラム』です。2〜5秒と少し余裕が

ある光照射時間で、硬くなりすぎないため一塊で余剰セメントを除去しやすい点が大きな特徴の

セメントです。余剰セメントが取りにくいと感じられている方にオススメなセメントは、セレッ

ク冠装着のための推奨セメントともなり、ユーザーが少しずつ増えてきております。	

ほか、同社人気の Xスマートプラスと Xスマート IQ を比較できるコーナーなど、多くの人々の

注目を浴びるデンツプライシロナブースでした。	
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⑦ カボ	

	

カボブースでは、新型 CT の『OP	3D セファロ』が大きな注目を集めていました。２センサー、

２管球搭載の特許取得デザインで、セファロ撮影に使用する管球（写真一番右）と、CT・パノラ

マで使用する管球（その左）が分かれているので、パノラマ撮影からセファロ撮影に移行する際

の高さ調整が 小化されるなどの特徴的機能も持つ一品です。パノラマの綺麗さや、FOVφ50×

50 のエンドモードでの解像度の高さなどの特徴を持つ『OP３D』に新たな選択肢が加わり、多く

の来場者の注目を集めておりました。	

	

また、注目を集めたのは同社が日本のニーズに合わせて、今回新発表した低反発シート『リラッ

クスライン』です。今までのカボユニットは全て高反発素材シートでしたが、テンピュールのよ

うに体を包み込む低反発シートを発表。少し前に省スペースに設置可能となるオプションの『シ

ョートアーム』も日本からの要望で実現しましたが、世界的なカボのユニットも日本ニーズに合

わせ少しずつ選択肢を増やしてきております。	

ほか、大きな注目を集めていたのは、カボユニットに装着可能な新エアポリッシャーの『KaVo

プロフィーフレックス４』です。パウダー噴射量をゼロから 大まで３段階で調整可能となり、

また噴霧を集中させることでパウダーの飛散を抑えます。ミント・ピーチ・オレンジ・カシス・

無味など様々なフレーバーもあり、EMS・ナカニシ以外でもエアポリッシャー新製品が登場して

きております。様々な製品が中部日本デンタルショーで新発表となり、多くの人で賑わうカボブ

ースでした。	
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⑧ 朝日レントゲン工業	

	

朝日レントゲンブースで、大きな注目が集まったのは、撮影時間 1秒以下のワンショットセファ

ロで、ピクセルサイズ 76μmの高解像度でブレのないクリアなセファロ画像が撮影できながら、

コンパクト&リーズナブルな CT パノラマセファロ兼用機のソリオ XZ	MAXIM です。	

76μｍFPD をご使用の先生からは「セファロ画像の鮮明さが別物。セファロ分析に非常に良い」

「トレースが以前よりかなりしやすい」「ワンショットになったことでブレる心配がなくなっ

た」など非常に満足の声が多い製品に大きな注目が集まっておりました。Made	in	Japan の高品

質製品で日頃のご診療を「より」快適に、「より」安全・安心にされては如何でしょうか。	

	

また、大きな注目を集めたのは、アマンギルバッハの CAD/CAM セラミルシリーズです。咬合器が

そのまま入りスキャン可能な『map600』は、高精度３Dセンサーと３軸スキャンにより、18 秒で

フルアーチスキャンが完了する速度をもちながら、スキャン精度も 高 4μmに向上しました。

また咬合器も含めた上下顎模型のスキャンに必要な固定パーツを無くしたことで、操作を簡便化

し、作業時間も大幅短縮しました。適合精度の高い補綴物を作りたい！という先生や歯科技工所

の方はもちろんですが、模型が多くなり置き場に困っている歯科矯正医の方も「これなら簡単に

スキャンでき、データで保存できそうだ」と注目する方がいるなど、朝日レントゲンファンの多

い矯正医も注目のスキャナでした。朝日とアマンギルバッハが魅せる未来にも注目です。	



 

＊気になる製品等ございましたら、お気軽にシラネ営業マンへお声掛けください。 11 

⑨ 松風	

	

青い提灯をロゴの下に多く並べ「和」をモチーフに取り入れた松風ブース。まず大きな注目を集

めていたのは、EMS『エアフロープロフィラキシスマスター』です。非常にお洒落なデザインに

一新され、使うことが楽しくなる上に患者さんへのアピール度も増す製品かと思われます。デザ

インだけでなくパウダー・水の回路も１から見直し一新したため、パウダー消費量も従来品に比

べ少なく、また粉詰まりなどのトラブルも「より」抑制できるようになるなど、機能面も大幅に

各種改良されております。今は歯科衛生士さんの雇用が大変な時代ですが、こんな「お気に入

り」といえる製品が医院様にあれば、衛生士さんの離職率低下、就職人気 UP にも繋がるので

は！？と感じる一品です。是非一度ご覧になってみては如何でしょうか。	

	

また、大きな注目を浴びていたのは新発売の歯科セラミックス用着色材料『ヴィンテージアート

ユニバーサル』とそのオプション新規練和液『山本リキッド』です。通常のセラミック着色料だ

と、塗布時と焼成後は色調が大きく変わることが多いですが、ステイン塗布時にあらかじめ仕上

がり（焼成後）の色調に近いものを確認しながらできる画期的な製品です。写真で見ると、焼成

後はピンクの右横の青色が、焼成前は通常専用液だと左の水色、山本リキッドを使用すれば仕上

がり後に近似の青色と、焼成前にその色合いを確認できます。会場のお試し山本リキッドも、希

望者殺到で品切れして追加が必要になるほどの注目品。ほか、QR 連携でのデータ管理が楽にな

ったアイスペシャル C-Ⅲなど様々な人目を集める松風ブースでした。	
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⑩ ナカニシ	

	

ナカニシは、昨年３月に新工場 A１のフル稼働生産を開始し、これまで複数の建物やラインに分

散していた多数の工程を１つの棟内に集約し生産性も約２割向上致しました。昨秋に実際に工場

見学もさせて頂きましたが、製作機械の量、そして、検査機器の質などなど圧巻の素晴らしい工

場でした。A1 工場の一角には実験用工作設置し、述べ 840 にものぼる工程を見直すなど、より

効率的・高品質な加工技術を追求しております。	

歯科用ハンドピースで世界トップシェアを誇る同社は、一本槍の強い 先端技術を武器に世界と

戦っていますがその地盤を更に強固なものとするため、近い将来には「半分の人でも、倍の生産

をできる体制を目指す！」と４倍の生産性改革を目指すという大きな絵と目標を描いた上での行

動をしております。Vision があり、そして行動も伴う素晴らしい会社だと感じます。	

	

そんなナカニシで大きな注目を浴びていたのは前述 EMS と同様、「エアフロー」×「超音波スケ

ーラー」の両方を１台で完遂する『バリオスコンビプロ』です。様々な点に工夫を凝らした同製

品はハンドピースがスリムで視認性が向上した上、清掃能力も高く、チャンバー独立でパウダー

が本体内を通らず、使用後もオートクリーンボタンを押すだけでお手入れが楽！（年１回のメー

カー定期メンテも不要）…と様々な利点を有する注目製品です。NSK	Academy としてセミナーを

定期的に開催していますが、その一部をブース内ミニセミナーでも行い、注目を浴びた同製品は

用意した製品パンフレットが品薄になるほど大きな注目を集めておりました。	

また注目を集めたのはポータブルバキュームの『VIVA	Q』です。わずか 2.9kg と軽量で静かなバ

キューム音ながら安定した吸引量を誇る製品です。シンプル設計の操作パネルに持ち運びが楽な

ハンドルと便利な製品です。訪問診療を多くされている医院様からは、 初は先生が訪問する

も、その後は歯科衛生士さんにバトンタッチをして口腔管理をするケースが多いも、その際にこ

れと簡単な口腔ケアグッズを持っていくのに便利と好評頂いております。同社看板製品の各種ハ

ンドピースはもちろん、徐々に多角化しており、今後の展開も楽しみな会社です。	
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⑪ 東京技研	

	

VR（Vertual	Reality：仮想現実）、AR（Augmented	Reality：拡張現実）といった 新技術も活

用して「体感型」で大きな注目を集めていたのは東京技研ブースです。	

VR 体験は仮想世界を作り出し、患者さんの立場で口腔内カメラがあるとどう感じるか体験でき

るコーナーを作り多くの方が興味を示しておりました。VR 内容はワールドデンタルショーの際

から更に進化し、同じ口腔外バキュームでもベースマウント、点吊、移動式と其々を実際に用い

た際に患者さんからはどう見えて、医院での取り回しはどうか？なども体験できる内容で、実際

に口腔外バキュームを入れる前には是非見て頂きたい内容でした。	

	

また、同社「体験型」展示で注目を集めたのは同社空気清浄機の『メディカルライトエアー』の

「脱臭」体験です。コーヒー豆が置いてある小部屋の空気清浄機「あり」と「なし」では匂いが

全く違うという体験ができるほか、ダストモニターで PM2.5 などの粉塵がどの程度あるか見れる

装置を設置し、会場の中の空気の粉塵が PM2.5以上 50 個、PM0.5 以上 4-500 個以上ある中、空

気清浄器設置部屋内は PM2.5以上は 0個、PM0.5 以上は 10 個程度と多く捕集している様を「見

える化」するなど、展示にも大きな工夫がされていました。一般の方の死因順位で呼吸器疾患は

4位で約 10%のところ、歯科医師では２位で約 20%と、一般の方に比べ倍となっており、粉塵が

歯科医師の呼吸器に及ぼす影響は大きいというデータもあるようです。患者さんに快適に診療を

受けてもらうためにも、自身やスタッフの健康のためにも、また、今流行っているインフルエン

ザや、これから始まる花粉症リスク対策にも、医療機関向け空気清浄器や口腔外バキュームを活

用した「医院様の空気を変える」施策を一度検討してみては如何でしょうか。	

「体感」「見える化」に力を入れて面白い展示の東京技研ブースでした。	
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⑫ ３M	

	

３M ブースで大きな注目を集めたのは、アナログ&デジタルそれぞれの 新印象システムです。

シリコンもアルジネートも簡単に練和できる『ペンタミックスライト』は、「楽に」「早く」で

きる優れもの。シリコン印象のガンタイプをご使用の方は、ml単価が半分になった上、時間も

約 5/8 に短縮。アルジネートの場合は盛り付けまでの時間が約 1/3 に短縮できた上、後片付けも

楽になります。また、デジタル印象システムの『トゥルーディフィニッションスキャナー』は小

型&コンパクトなモバイルタイプが注目を浴びておりますが、インプラント印象などもサッとと

ってデジタルで発注までできるなど、今までワークフローに長くかかっていた時間を大きく削減

できます。人材難、生産性向上が謳われる時代ですが、機械に任せられることは機械に任して、

医院様のワークフロー効率化を図ってみては如何でしょうか。	

	

⑬ トクヤマ	

	

トクヤマブースで大きな注目を集めたのは支台築造材料の『エステコアハンドタイプ』です。	

押出感がとても軽く、同製品ノズルとして使用可能な『金属ノズル付きミニミキシングチップ S

（単品販売のみ）』は自由に先端の角度を曲げられるため、根管内でも操作がしやすい（またプ

ラスチックノズルのようにカチっと入れる手間もない）と操作性の良さが大きな特徴の製品で

す。単品で購入すると 4,500円ですが、今人気の『ボンドマーライトレス』9,000 円のセットに

＋3,000 円の 12,000 円で『ボンドマーライトレス＋エステコアハンドタイプ』がご使用頂ける

ので、ボンドマーライトレスユーザーの方は一度試しにご使用になってみてください。	

また、次亜塩素酸対応超音波噴霧器の『デントジア空間除菌』は展示も「残念ながら欠品中で、

入荷次第出荷します」と人気をうかがわせる製品でした。	
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⑭ クルツアー	

CAD/CAM＋３Dプリンターのデジタル技工を推進するクルツアー。そんなクルツアーからは３Dプ

リンターキャスト用インクに、クリストバライトクイック埋没材での焼成に対応でできる『ディ

ーマプリントキャスト Q』という画期的な材料が登場いたしました。	

焼成時の寸法変化も少なく、クリストバライト埋没材とリン酸塩系埋没材のどちらの焼成温度に

も対応できる画期的な３Dプリンター用のキャスト材料の登場で、金パラ合金・陶材焼付用合

金、コバルトクロム合金など様々な合金鋳造のためのワックスアップ作業効率化が計れます。	

クルツアー技工士の奥村先生からは、世界で起きているデジタル技工の潮流から、今後日本でも

起きそうな潮流などについてのブース内公演もあり多くの来場者が注目しておりました。	

	

⑮ プレミアムプラスジャパン	

	

プレミアムプラスジャパンブースで大きな注目を浴びていたのは『未来の咬合調整』を大きく謳

ったドイツ老舗咬合検査材メーカーのバウシュが提供するデジタル咬合分析システムです。	

咬合圧分布を時系列に３D動画で測定できるため、インプラントや矯正時の咬合圧はもちろん、

咬合紙では実現できなかった早期接触や力の動きも確認できます。また、デジタルセンサーで読

み取った画像は WiFiを通じて iPad へ送信、患者さんのデータは iPad へ保存されるので同じ患

者さんのデータ同士の比較することもできるため、患者さんへの「見える化」プレゼンにも役立

ちます。バウシュ製だけあって 60μm咬合紙センサーは歯への印字もでき治療もスムーズです。

大阪大学大学院歯学研究科特任教授の前田芳信先生からは『これからの咬合採得、咬合調整』と

いう特別公演もあり、多くの方が興味津々で聞き入っていました。	
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⑯ 東京歯科産業	

	

東京歯科産業で大きな注目を集めていたのはメクトロンが提供する超音波多目的治療器『コンビ

タッチ』です。超音波スケーラーとエアポリッシャーを兼ね備えた ALL	IN	ONE	の治療器です。	

エアポリッシャーとしての後発品だけあり、自動的に微弱エアがチューブ内を流れ「粉詰まり」

を防止する機能や、パウダーを二種類入れておけるダブルチャンバー機能、ボタン一つで歯肉縁

上縁下の切り替えが可能と様々な設定が可能な上に、オシャレなデザインのため、欧州で人気な

一品がとうとう日本に上陸致しました。	

FDI（世界歯科連盟）の世界歯周健康プロジェクト（GPHP）が発表した歯周病チェアサイドマニ

ュアルでも、「エアーポリッシャー」の文言が入り注目度が高まる同分野です。EMS だけでな

く、ナカニシ、メクトロンと続々登場する製品群を比べてご覧頂いてみては如何でしょうか？	

	

⑰ 佐藤歯材	

	

佐藤歯材で注目を浴びたのは機能性フロス『White	wash』です。「もっと白く、もっと美しく」

を実現するフロス。柔らかいマイクロファイバー（極細繊維）を編み込んだ構造で、またハイド

ロキシアパタイトとキシリトールも含有した機能性フロスです。一般薬局では販売のない機能性

フロスを医院様でオススメしてみては如何でしょうか。歯科衛生士さんを中心に多くの方が注目

してご覧になっていました。	
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⑱ 白水貿易	

	

世界の良い製品を、日本へ紹介するイノベーターの白水貿易。その白水貿易でまず大きな注目を

浴びていたのは「ツアイス」の 新マイクロスコープの『エクスタロー300』です。キセノンに

匹敵する明るさのライトブースト LED搭載、バリオスコープ 230 を標準搭載、片手での操作もし

やすく治療もしやすい設計でレンズも高品質。白水貿易オリジナル仕様のリーズナブルな動画静

止画撮影用カメラも搭載可能で、多くの方がその製品現物をご覧になっていました。	

また、注目を浴びたのは同社の人気ジェットウォッシャー『ミーレ』と大容量 22ℓのクラス B滅

菌器『リサ』コンビです。同コンビ設置にぴったりな『ECCO 消毒キャビネットプレミアム』も

新発売となり、お洒落な既製品でスッキリ収納も可能となり、「より」注目を集めていました。	

人材難のこの時代に、機械に任せることは機械に任して生産性改善を試みては如何でしょうか。	

	

⑲ 東海歯科器材/エスエスデンタル	

	

ジルコニアの切削・調整って、硬くて大変だな、、、って感じられた方はいませんか？	

そんな方に是非お試し頂きたい「バー」が『フィス	ダイヤポイント	ハイブリッド』です。	

ドイツ FIS社が提供する硬度の高いジルコニアやセラミックの切削に適したダイヤポイント。	

①天然ダイヤ使用で切削性能が高く、②粒ぞろいのダイヤ使用のため仕上がりが綺麗で、③特殊

コーティングのため耐久性が強いという①②③高機能をハイブリッド（融合）した製品です。	

世界・日本から良いものを発掘し紹介する地元名古屋が本社の東海歯科器材・エスエスデンタル

の各種製品にも多くの注目が集まっておりました。	
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⑳ その他各社ブース	 注目製品	

残念ながら誌面都合上、全てを掲載はできませんがその他各社も多くの新製品を展示し、多くの

方々が新製品に注目をする中部日本デンタルショーでした。各社が出していた新製品や参考出品

品を写真と短いコメントで紹介させて頂きます。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

⼤榮⻭科産業では、⻭科技⼯⼠界で著名な⽚岡繁夫先⽣の

かたおかデンタルジルコニア「RAINBOW」が登場！ 

ヤマキンからもグラデーションジルコニアディスクが登

場予定と発表。ジルコニアも種類が多く増えてきます。 

アイキャットでは、ドイツ製の KAPS マイクロスコープが

登場。スムーズに動き、ピタッと⽌まるアームです。 

睦化学からは、両⾯研磨の３D２軸式で、ポットに⼊れるだ

けでムラなくデンチャー研磨が可能な PoliWave が登場。 

モリムラからは、⼿⽤ファイルをホールドでき、

⾅⻭の作業も簡単になるインスツルメントを発表 

昭和薬品からは、寝る前のマウスウオッシュで翌朝

も爽快なヒノチール配合デンタルリンスが登場！ 
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特集①	歯科界にルネッサンス！更に広がるデジタルデンティストリー、デジタル技工	

	

高橋英登先生の特別講演「保険収載されたメタルフリー治療の極意」〜金パラからの脱却を目指

して〜でも歯科医療業界にルネッサンスが起きている。CAD/CAM はすごい精度が上がってきた。	

というお話がありましたが、まさに「ルネッサンス」と言えるほど時代は大きく変化してます。	

金パラは日本が保険制度の為に作った合金ですがパラジウム価格が白金価格を抜き金属価格高騰

など状況は変わってきており、診療報酬改定でも徐々にメタルフリー治療を拡大しております。	

今後も更に CAD/CAM 冠の保険適用範囲が徐々に広まる可能性が高く、また、口腔内スキャナーに

よる印象が将来的には保険適用となる可能性もございます。	

	

そんな時代変化もある中、CAD/CAM や３Dプリンターなどがあるブースでは非常に大きな人だか

りができておりました。３Dプリンタでも新材料発表など、更に枠が広がっています。デジタル

技工では、CAD 操作でのデザイニングなど、今までのワークフローとは違う操作も必要ですが、

今後需要拡張が予想されるデジタル技工ワークフローに早めに対応し、人材難でもある時代に

「機械にできることは機械に任して」生産性改革をしていく必要があると考えます。	

どんどん進化しているのでいつ買えばいいかわからないという⽅もいらっしゃいますが、既に購

⼊された⻭科技⼯所は、その投資資⾦をすぐに回収し、新たな投資に廻されたりしています。	

思い⽴ったら「今」が買いです。是非、医院様・技工所様でも、ルネッサンスともいえるデジタ

ルデンティストリーの変化を、自身への「向かい風」とはせずに「追い風」として活用されては

如何でしょうか。	
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特集②	ご存知ですか？「口腔健康管理」と「口腔ケア」の違い	

「口腔健康管理」「口腔ケア」はどんなことを指しますか？？言葉の定義を整理しませんか？？	

今まで人によって感じる対象範囲が違い明確ではなかった定義を、日本歯科医師会・日本歯科医

学会が議論を重ね策定したのが下記イメージ図です。国民の間に浸透している「口腔ケア」とい

う表現は図表に示すように限定して位置づけ、歯科職種の関与する口腔機能管理、口腔衛生管理

と峻別し、これら全体を「口腔健康管理」と呼んでいこうというものです。	

	

	

例えば、患者さんが虫歯治療で来院された際も「皆さんは口腔健康管理（全ての口腔内の管理）

のために来ています。口腔健康管理の中で、う蝕処置の「口腔機能管理」は今回で終わります

が、自宅の口腔ケアのみでは完璧なケアは難しいので、「口腔衛生管理」での PMTC にも定期的

に来院してくださいね」といった説明にも使用することができます。	

	

ある著名な先生は「口腔健康管理」の全体の説明をした上で、患者さんのプラーク	を短針でと

り位相差顕微鏡で動いている様を見せた上で「元々お口に入っていたものなので戻しますか？」

と食べるように促すそうです。だいたいの方は食べずに、「口腔健康管理」の大切さに気づき、

「口腔衛生管理」のためにも定期的に来院してくれるとのこと（食べる人は強者とか(笑)）。	

この『口腔健康管理』という概念もしっかりと活用しながら、「トータルでの口腔健康管理が必

要だ！」という認識が世間に大きく広がっていけば良いなと考えております。	

↑歯科医師	 	 ↑歯科衛生士	 	 	 ↑自宅、介護士、ホームヘルパーなど	
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後に…	

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

平成 後の中部日本デンタルショーは如何でしたでしょうか？	

	

平成という時代を振り返ってみると、例えば平成元年では携帯電話普及率はわずか 0.4%のごく

わずかの富裕層が持つ製品でしたが、平成 30年では 136.2%と１人平均で 1.36台の携帯を持つ

ようになり、また、その製品もガラケーからスマートフォンへ変化しております。	

歯科界でも、例えば 12 歳児平均ウ蝕数は平成元年の 4.3 本から平成 28年には 0.84 本に減り(同

世代のウ蝕は 1/5 以下)、8020 達成者は平成元年には１割に満たなかった達成者が５割を上回る

など時代は大きく変化しております。そして、歯科に求められる機能・役割も大きく変化してき

ております。	

	

今回の中部日本デンタルショーでは、歯科医療従事者の皆様のために、メーカー各社からは、

CAD/CAM・口腔内スキャナ・3D プリンタなどのデジタル技工関連機器や、それをサポートする機

器や器材、デジタルで咬合分析できるシステム、焼成前に焼成後の色で塗布可能な歯科セラミッ

クス用着色材料、AR/VR を活用した製品説明、QR コードを活用しながら患者理解・情報共有を進

めることの出来るソフト、新型で便利な CT やレーザー、ユニット、新たな効能も期待出来る予

防製品など様々な製品を新規出品し、大きな注目を集めておりましたが、何か面白そうな製品・

サービス・情報との出会いはありましたでしょうか。	

	

時代の変わり目に、時代の変化を一度立ち止まって見直し、その時代の変化に対応していくため

の対応策検討も、この「平成 後」の機会にして頂ければ幸いです。気になる製品・情報等ござ

いましたらお気軽にシラネ営業マンへお声がけください。	

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。	

	

『人々の笑顔、健康に寄与することを目指して！』	

今後も歯科医療従事者の皆様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	 代表取締役社長	 榊原利一郎	


