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2018年1月21日（日）に群馬県歯科医師会館の4階第２会議室にて、第22

回群馬県歯科医学会 総会・学術大会が行われ、同日に群馬デンタルショーが

上階にて開催されました。

『口から考える県民の健康』をメインテーマに掲げ、様々な著名な先生方の講

演が執り行われました。

弊社では、群馬デンタルショー会場へのブース出展のほか、学術大会プログラ

ムの演題1番として、営業部営業一課 課長の遠藤が「デンタルソリューション

と口腔内スキャナー」という内容にて講演し、多くの方々にご聴講いただきまし

た。

また、群馬デンタルショーでは口腔内スキャナーTRIOSのデモ実演をメイン

に、BZクラウンやスーパーSOFTデンチャー等の歯科技工物の展示を行い、

多くの先生方とお話をさせていただきました。ご来場いただいた皆様に、改め

て御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

第22回 群馬県歯科医学会 総会・学術大会＆群馬デンタルショー

群馬デンタルショー 学術大会プログラム演題1  デジタルソリューションと口腔内スキャナー

EVENT

2018/1/21（日） 群馬県歯科医師会館

遠藤 隆雄（営業部営業一課 課長）

群馬デンタルショー 会場の様子

弊社営業部営業一課課長 遠藤による講演の様子

（左／弊社代表 宗村　右／歯科技工士・クワタカレッジ 校長 桑田正博先生）

口腔内スキャナーを導入する上で、STLファイルを送信する歯科技工所

（受ける側）の設備が重要である。口腔内スキャナーで読み込んだデータ

を、モデルレスで選択した材質を削り出すうえで、無垢の素材が必要不可

欠だ。CAD/CAM冠、ニケイ酸リチウム、そしてジルコニアが選択できる。

この中でも、近年発展を遂げているジルコニアをお勧めしたい。現在市販

されているジルコニアディスクには、ディスク自体にグラデーションが施

された5レイヤー、9レイヤー等も市販されている。弊社で使用している5

レイヤーは、ニケイ酸リチウム（LT）に似た透明度を持ちながら、倍近い

強度840Mpaの曲げ強度を有している。

この事から考えても、審美ゾーン=ポーセレンを必ずしも築盛するといった事は少しずつ、無垢の素材で多少の外部ステインでマッチングさせ

る選択肢も考えられるのではないだろうか？今後、ジルコニアに変わる素材も増える可能性、そしてジルコニアが更に進化する事に期待したい。
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 ナトリウム･カリウム･マグネシウム･ミント等成　分

内容量  １.８ｇ×２６包

経済的でオトク。
どんな入れ歯でも
すっきり除菌。
総入れ歯 / 部分入れ歯 / ノンクラスプ義歯 / 
シリコン系義歯 / 矯正装置 / マウスピース
…などの洗浄に

※税別価格

※参考小売価格 2,600円（税込） ※参考小売価格 1,080円（税込）

医院様への
お渡し価格

歯ブラシをスッキリ
きれいにする
「歯ブラシ洗浄剤」

専用の洗浄剤で
きれいに除菌しましょう！

内容量：26包

ハブラシキラリ
ミントの
香り

細菌を
強力除菌

歯ブラシをスッキリきれいにする「歯ブラシ洗浄剤」

単品

1,600￥
3個セット

（単価￥1,500）4,500￥
10個セット

（単価￥1,400）14,000￥

ミントの
香り

細菌を
強力除菌 医院様への

お渡し価格 700円（税別）単
品

2017/10/1（日） 深沢 元樹（デンタルアカデミー東京 事務局）

デジタルデンティストリーの時代を見据えた「デンタルアカデミー東京」
NEWS

インプラントEXコースの授業風景 エピテーゼコースでは耳介部の印象採得も

講　　師

志田 和浩
デンタルアカデミー東京 インプラントEX講師
株式会社 PREF代表取締役社長
ノーベルバイオケアProcera インストラクター
Procera ネットワークラボ
東京SJCD 会員
GICインプラントスタディグループ理事
インプラント上部構造研究会 会員
The Dawson Academy Japan 会員
デンタルコンセプト21 会員 

萩原 圭子
デンタルアカデミー東京 エピテーゼコース講師
（株）萩原歯研 エピテーゼ制作室「Medical Lab K」主任歯科技工士
（公社）日本歯科技工士会認定講師
（公社）群馬県歯科技工士会 会員
（一社）日本歯科技工学会 会員
（一社）日本顎顔面補綴学会 会員
日本口腔顎顔面技工研究会 会員
スタディグループPSP

入れ歯ピカコ・ハブラシキラリ・矯正クリーナの購入・ご相談は足利セラミックラボラトリーまでお問合せください。

デジタルデンティストリー時代の到来とも言われ、これからの歯科医療はドクター様と技工士、

衛生士など歯科医療従事者との連携がより顕密に求められていくかと思います。

そんな中で予てよりご案内しておりました、弊社運営のデンタルアカデミー東京にて、10月よ

り「インプラントEXコース」と「エピテーゼコース」が開講となりました。

インプラントEXコースで講師を勤める志田和浩氏は国内のみならず諸外国においても多数

の講演をされている実績があり、技術力の高さとインプラント技工に対する見識の広さ、問題

提起に対するイニシアティブの力強さで大きな注目を集めています。当コースでは、志田氏指

導の元でインプラントボーンアンカードブリッジ等を最新の理論と機器を使用しながら実際に

製作していきます。患者様へ最良の医療を施すためにはより精緻な技工物が必要となり、それ

らの製作に不可欠なCAD/CAMシステムをより高いレベルで使用するためには、当然ながら

医院様とラボサイドとの連携が求められてくるかと思います。高度な歯科治療には双方に何が

必要なのか、受講生に学んでいただく良い場となればと思います。

エピテーゼコースは群馬県高崎市を拠点に活動しているエピテーゼ専門技師として活躍され

ている萩原圭子氏を講師として招聘し、開講しております。

エピテーゼは欠損した人体の部位を補綴する技術として、欧米では一般的に受け入れられている技術ですが、国内ではまだまだ認知されておらず、必要とされてい

る方々に十分な情報が行き渡っていないのが現状です。当コースでは実際に指や鼻、耳などを欠損部位に見立て造形していくのですが、この製作の流れは歯科技工

テクニックにも通ずるものがあり、技工士であれば把握は難しくないようです。当コースに参加されている受講生の作品を目の当たりにすると、さすが歯科技工士、

驚嘆に値する程に精巧な補綴物が完成しております。今後、広範の周知が目されているエピテーゼ、プロテーゼにおいて、当アカデミーではいち早い技師の育成を

試み、社会貢献できればと考えております。

両コース共に毎年10月開講、土日を中心に全12日間の半年制コースとなります。デンタルアカデミー東京の各コースは歯科技工士のみならず、歯科医療従事者

ならばどなたでもご参加いただけますので、ご興味のある方はぜひお問合せください。

日本歯科技工士会様と日本歯科技工所協会様、そして陶
友会のいずれかの会員の方は入学金免除としております
ので、ご検討中の方はご連絡いただければと思います。

http://dental-academy.tokyo/

歯の形態を学びたい、技工
物についてもっと知りたい
など、ご興味のある方は
ホームページから資料をご
請求ください。



気になるニオイや
ヨゴレの原因菌を
強力除菌。
歯列矯正をしている
人のための洗浄剤。

 ナトリウム･カリウム･マグネシウム･ミント等成　分

内容量  １.８ｇ×２６包 ※参考小売価格 2,600円（税込）

歯列矯正 洗浄剤をしている人のための

気になるニオイや

ヨゴレの原因菌を強力除菌

※参考小売価格 1,080円（税込）

歯ブラシをスッキリ
きれいにする
「歯ブラシ洗浄剤」

専用の洗浄剤で
きれいに除菌しましょう！

内容量：26包

ハブラシキラリ
ミントの
香り

細菌を
強力除菌

歯ブラシをスッキリきれいにする「歯ブラシ洗浄剤」

ミントの
香り

細菌を
強力除菌

※税別価格

医院様への
お渡し価格

医院様への
お渡し価格

単品

1,600￥
3個セット

（単価￥1,500）4,500￥
10個セット

（単価￥1,400）14,000￥700円（税別）単
品

デンタルアローズは、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士など歯科医療従事者がお互いの職務による壁を無くし、知識や意見を交換する場として勉強会を重ねてい

ます。４回目となる今回は、会長の鈴木郁夫先生(神奈川県 鶴見中央歯科クリニック 院長)を筆頭に、Dr7名、DH5名、DT3名の、総勢15名にも及ぶ演者が登壇さ

れました。各々の持ち時間はたったの20分、質疑応答の時間も含まれます。朝から夕刻まで行われ、演者は限られた時間の中、精査した内容で挑まれるため、非常に

密度の濃い勉強会となりました。発足より関わっている弊社代表の宗村による講演も行われました。「モンゴルの歯科事情」と題し、モンゴルの社会情勢や一般生活

の情報、国立医科大学の歯科技工士科見学に関する報告、インプラント補綴の環境など、モンゴルにおける歯科事情について、直接赴くことにより初めて知り得た、

体感したモンゴルという国の今の歯科事情を、ユーモアを交え非常に鮮やかな切り口でご説明されました。

閉会後の懇親会では、技工士が普段接することの少ない、歯科医師や衛生士さんとも自然に会話を交わす機会を得ることが出来ました。職務による立場を越え、同

じ歯科医療従事者としてお互いを尊重し合い、和やかなムードの中で親睦を深めつつ意見交換が行えるという大変有意義な時間でした。

歯科技術の進化するスピードはデジタル化により今後どんどん速くなっていくと目されていますが、それらの進化に対応していくためには何よりもお互いの職種同

士が連携し、情報を共有し合うことが重要だと思います。今回、デンタルアローズの勉強会に参加することで、当会が正にそのような重要な役割を担っていることを

改めて強く感じ、今後も参加して行きたいと思いました。

栃木衛生福祉大学校の生徒さんが足利セラ

ミックラボラトリー本社に見学にいらっしゃい

ました。限られた短い時間でしたが、皆さんと

ても真剣な眼差しで技工物の製作現場を見学

していました。足利セラミックラボラトリーに

お越しいただき、ありがとうございました。

2017年10月25日(水)から28日(土)にかけて開催され

た上海国際デンタルショーに、弊社代表の宗村裕之が参加

しました。大会公表の数値では中国外からの来場者は全体

の23％を越え、主にアジア圏とヨーロッパからの参加が

多く、58カ国以上の国々から98,500人の来場があった

そうです。

NEWS

学生見学会
2017/11/1（水） 足利セラミックラボラトリー

REPORT

第4回デンタルアローズ勉強会参加報告
2017/11/26（日） タカラベルモンテ 増山 崇俊（架工部品質管理課課長）

株式会社足利セラミックラボラトリー TEL 0276-20-5670 FAX 0276-20-5671

見学の様子

栃木衛生福祉大学校の皆さん

Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｃ
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冠 CAD/CAM冠の保険導入には、保険医療機関(貴医院)内に技工士が在籍していること、

または歯科技工士と連携が取れている事を厚労省に届け出る必要があります。厚労省への届け出が必要です

下顎第１
大臼歯
保険適用に。

保
険
適
応

部
位
が

増
え
ま
し
た

今回の適応部位

適応済み部位 …第一、第二小臼歯

保険適応には条件があります。
●ブロックはＧＣ社のセラスマート３００です。
●ミリングはGC社のＡａｄｖａシリーズが導入されているラボに限定されています。

下顎第一大臼歯。
ただし、上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者
に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において下顎第一大臼歯に使用す
る場合に算定できます。

上海国際デンタルショー
REPORT

2017/10/25（水）～28（土） 上海
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