
20.08.18, 09)14JDSクラブ メールマガジン（第68号）を掲載しました。 ｜ メールマガジン ｜ ⻭歯科医療⽤用薬品･⻭歯科材料料･機器器具の卸販売 ⽇日本⻭歯科商社

Seite 1 von 6https://www.dentalsupply.co.jp/mailmagazine/article.php?id=429

リクルート情報リクルート情報 サイト内検索

ホーム メールマガジン JDSクラブ メールマガジン（第68号）を掲載しました。

JDSクラブ メールマガジン（第68号）を掲載しました。JDSクラブ メールマガジン（第68号）を掲載しました。

2015年8月19日配信2015年8月19日配信

JDSクラブ メールマガジン 第68号(2015年8月19日配信)JDSクラブ メールマガジン 第68号(2015年8月19日配信)
皆さまこんにちは。
日本歯科商社の神谷です（＾ー＾）☆

    
毎日蒸し暑い日が続いており、アイスやかき氷がおいしい季節ですね♪
私事ではございますが、弊社では毎朝の朝礼にて、当番の人間が一言コメントを話すという習慣があるのです
が、
最近の一言で、かき氷のシロップは色に惑わされているだけで、どれも味は一緒という話がありました。
  
かき氷といえば、シロップを選ぶのが一番の楽しみだと思いませんか
私はとてもショックで、お盆休みに実家で検証をしてみたのですが、実際目をつぶって食べてみると
全然味が分かりませんでした（>＿<）　大好きなブルーハワイもいちごも当てられませんでした・・・。
残念ながら事実なんですね・・・（́－｀；）
  
*****************************************
◆◇ 東京デンタルショー2015 ◇◆
*****************************************
8月1日（土）、2日（日）の週末で、東京ビッグサイトにて東京デンタルショー2015が開催されました。
テーマ「口腔から全身の健康を科学する　今！東京に集結　最新の歯科医療！！」のもと、186社が出展を
し、
参加者は1日目7,245名、2日目9,823名、2日間の合計は17,068名にのぼりました。
日本歯科商社ブースでは、人気のガリレアンルーペマルチ、ドイツ・レンフェルト社の人気小器械シリーズを
はじめ、
8月21日新発売のコンパクト型サンドブラスター「ベーシックエコ」や、キャノンEos Kissシリーズのカメラ
に
取り付けが可能な光ファイバーユニット「クリアファイバープロV」も展示をさせていただきました！
★新製品の詳細は「今月の新製品」コーナーをご覧ください（＾＾）ｖ
  
また、会場内特設アロマコーナーでは、弊社取り扱いのアロマディフューザー「アロミック・エアー」の展示
を
いたしました。夏の暑い季節には、涼しげなミントの香りで体感温度を下げてくれる「クール」という香り
や、
清涼感あふれる「エアリーミント」の香りがおすすめです♪　
  
外来環関連機器展示コーナーでは、弊社取り扱いのAED「ライフパックCRプラス」の展示をいたしました。
最近では、大きな総合病院だけでなく個人の歯科クリニック様、また地域の歯科医師会全体でご導入をされる
ケースもありますよね！
歯医者さんを訪れるだけで緊張し、脈が速くなったり、血圧が上がってしまう患者さんもいらっしゃるような
ので、
もしもの事態が起きてしまった時用に、こういった設備が整っている歯科医院さんですと患者さんも安心して
通えますね（＾＾）ｖ
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さて今年2015年はレンフェルト社創立90周年ということで、今回の東京DSでは、商社ブースにお立ち寄り
いただいた
お客様に、90周年グッズを多数配布させていただきました♪♪（写真↓）

今週末の北海道デンタルショーや、9月5日、6日で開催される東北デンタルショーでも配布を予定しておりま
すので
ご参加予定の方やお近くにお住まいの方は、ぜひ日本歯科商社ブースまで遊びに来てくださいね（＾＾）♪
（数量に限りがございますのでご了承ください！）

  

8月1日（土）、最近ではテレビでおなじみの中城基雄先生（横浜市鶴見区ご開業・中城歯科医院院長）を講
師にお迎えし
生涯研修セミナー「西洋医学・東洋医学を用いた口臭治療、オーラルクロマを用いた除菌・漢方治療」を開催
いたしました！
（写真↓上段）
中城先生は、現代社会はまさに「インターネット検索」の時代であることに着目され、それに基づいたビジネ
スモデルを
構築・展開されております。患者さんの目線に立ち、口臭クリニックであることを標榜しない、患者さんをお
名前で呼ばず
番号札を導入する、専用の個室待合室を設けるなど、口臭治療で来院される方のために徹底されていらっしゃ
います。
  
またご講演の中で「口臭治療を難しくしている原因」を何点か挙げられ、その一つとして、臭いを言語化する
という
ことがありました。
患者さんにうまく伝えるためには、どんな臭いが出ているのか言葉で分かりやすく説明しなくてはなりません
よね。
簡単そうでとても難しいことなんだろうなと思いますが、中城先生のご説明はとても分かりやすく、素人の私
でも頭の中で
臭いを想像できるぐらいでした（＾＾）ちなみに口臭の三大要素ガスである硫化水素＝温泉臭、メチルメルカ
プタン＝
金魚鉢臭、ジメチルサルファイド＝魚の臓物臭などなど。
  
その他、中城先生のご専門である東洋医学の概念から、口臭が出やすい典型的な体質として胃熱型、痰飲型、
腎虚型などを
挙げられ、それぞれの体質の舌・口腔内の状態としてどういったケースが見られるのかご説明されました。
例えば、生臭い口臭⇒ドロドロ血体質で、鑑別方法は歯肉、舌の色が紫色やどす黒い色をしているなど、興味
深い症例を
たくさんご紹介いただきました（＾＾）！
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また2日（日）にはクリエイション陶材のブース内築盛デモンストレーションを開催し、講師には、ドイツ・
クリエイション
ウィリー・ゲラー インターナショナル社の歯科技工士Nando Aeschlimann先生、そして通訳をoral design
i-voryの
井上晋一先生に行っていただきました。（写真↑下段）
  
今回はクリエイション陶材特有の多色築盛テクニックとは異なり、少ない種類の基本色のみを使用した築盛方
法の
デモンストレーションでした。
1回目のクリエイションCC（金属焼付用陶材）を使ったデモでは、6種類のパウダーとステインのインノバ
ネオ、
2回目のクリエイションZI-CT（ジルコニア用陶材）を使ったデモでは、5種類のパウダーとステインのインノ
バネオを
使用し、iPadを活用しながらレイヤリング手順のご説明などをしていただきました。

インノバ ネオの効果的な使用方法が分かり、参加していただいた技工士さんからも、「今まで使い勝手のよ
く分からなかった
パウダーの使用方法が分かって、とても参考になったよ」と仰っていただき、私たちもとても嬉しかったです
（＾＾）♪

  
  
プレゼンテーション終了後も、ポーセレンファーネス「オストロマット624 oral design」による焼成プログ
ラムが
完了するまで弊社ブースに残っていただき、クラウンの焼き上がりを確認していただいた皆さま、
貴重なお時間をありがとうございました（＾＾）/
  
*****************************************
◆◇第36回夏期講習会◇◆
*****************************************
7月26日（日）、新横浜歯科技工士専門学校主催の生涯研修セミナーが開催され、私も参加をしてまいりまし
た！
「患者満足度の高い歯科医療を目指して歯科技工士さんとの関わりを大切にする事が成功の秘訣　～歯科医師
の意識改革を
することが歯科技工士の生き残る近道～」というテーマのもと、日本橋土屋歯科医院院長の土屋公義先生がご
講演されました。
  
現在、実際に臨床の場に立たれているアクティブ デンティストが99,659人いるのに対し、歯科技工士さんは
34,613人と
人員が不足している現状をご説明され、歯科業界の今後の発展のためには技工士さんの力なしでは成し遂げら
れないと
語られました。
  
Cr-Brはデジタル技工が着々と進む時代になっておりますが、義歯に関しては、これからも技工士さんの力が

https://www.dentalsupply.co.jp/product/detail_252.html
https://www.dentalsupply.co.jp/product/detail_255.html
https://www.dentalsupply.co.jp/product/detail_253.html
https://www.dentalsupply.co.jp/product/detail_255.html
https://www.dentalsupply.co.jp/product/detail_327.html


20.08.18, 09)14JDSクラブ メールマガジン（第68号）を掲載しました。 ｜ メールマガジン ｜ ⻭歯科医療⽤用薬品･⻭歯科材料料･機器器具の卸販売 ⽇日本⻭歯科商社

Seite 4 von 6https://www.dentalsupply.co.jp/mailmagazine/article.php?id=429

必要であり
患者さんに満足していただく歯科医療を提供するためには歯科医師と歯科技工士がコミュニケーションを密に
取り、
協力し合っていかなければいけないと熱く語られました。まさにその通りですね（＾＾）♪

   
*****************************************
◆◇ 今月の新製品 ◇◆
*****************************************
●ベーシックエコ
ドイツ・レンフェルト社の人気サンドブラスターシリーズに、コンパクトで省スペース型の「ベーシックエ
コ」が新登場！
コストパフォーマンスに優れており、また小型なので設置スペースを抑えたい歯科技工所様、歯科医院様に
おすすめです♪用途により1タンクまたは2タンクの仕様からお選びいただけます。
デモ依頼はホームページから♪
  
発売日：　2015年8月21日

～価格・詳細はこちらから～

※砂づまり解消方法の資料も掲載いたしました！（＾＾）
  
●クリアファイバープロV
株式会社セルフメディカル社のデジタル口腔内撮影用カメラの光ファイバーユニットです。
光ファイバーによって内蔵フラッシュの光を効率よく、均一に被写体に伝達することが可能です。
カメラ適合機種： キャノンEos Kissシリーズ（Eos Kiss x8iは現在未対応）
  
発売日：　2015年8月21日
  

  　
～価格・詳細はこちらから～
  
●セーフティーグラスB501
研磨作業の際の粉塵などから、目や顔を守る保護メガネです。
顔を包み込むような形状のレンズを採用し、安定した装着感が得られます。
  
発売日：　2015年8月21日
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～価格・詳細はこちらから～
  
**********************************************
◆◇ 今月のピックアップ製品 ◇◆
**********************************************
●SPIDENTペーパーポイント
滅菌済みで、コシの強さ、吸水性に優れています。
ケースは取り出しやすいスライド式ですので、片手で簡単に開けられます。
  

  
  
～価格・詳細はホームページへ～
  
●フィニッシュバー
4角錐形状で優れた研磨能力を発揮するFGカーバイドバーです。
咬合面の解剖学的形態の付与に使用します。
FGアダプターを使用することで、HPでの使用も可能です。

～価格・詳細はホームページへ～
  
**********************************************
◆◇ 業界情報 ◇◆
**********************************************
●奥歯全て失うと、動脈硬化リスク倍・・・高齢者調査
奥歯を全て失った高齢者は、全部ある高齢者に比べて動脈硬化になるリスクが約2倍に高まることが、
厚生労働省研究班（研究代表者＝大阪大歯学部付属病院長・前田芳信院長）の調査でわかった。
研究班は、高齢者の歯と健康との関係を明らかにするため、今回は、兵庫県内の70歳代の男女約500人を追
跡調査し、
「奥歯がない人は、噛みにくい緑黄色野菜などの摂取量が減るためではないか」としている。
また一方、食事状況を尋ねた別の調査では、奥歯が全てない人は、ある人より緑黄食野菜と魚介類の摂取量が
それぞれ15％と12％少なかった。これらには動脈硬化の原因となる血液中の活性炭素や脂質を除去する成分
を
豊富に含まれている。
～讀売新聞の医療サイトyomiDr. ニュースより～
  
●フッ化物洗口 2学期から全24小学校に
北海道・苫小牧市は子どもたちの虫歯予防を推奨するため、現在10小学校で実施している「フッ化物洗口」
を
2学期から24小学校に拡大する。
フッ化物洗口は、緑茶などに含まれるフッ化物の水溶液を使い、約1分間「ぶくぶくうがい」をする虫歯予防
法。
永久歯を強化し、再石灰化を促進するなどの効果があるとして、厚生労働省や道も推奨している。
  
中学1年生を対象にした全国調査では、市内の子どもの虫歯本数が全国平均を大きく上回っている状況にあ
る。
（中学1年生を対象とした各都道府県の14年度歯科検診結果によると、市内の1人平均の虫歯本数（永久歯）
は
全国平均1.00本を大幅に上回る1.73本。また虫歯を持つ子どもの割合を示す「う蝕有病者率」も、
全国平均39.65％を上回る52.10％。）
～苫小牧民報社 WEBみんぽう 2015年7月27日ニュースより～
  
 **********************************************
 ◆◇ イベントのご案内 ◇◆
 **********************************************
 ●2015北海道デンタルショー
 日時：   2015年8月22日（土）12:00～19:00
　　　　　　　　　 23日（日）9:00～15:00
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テーマ：  口腔からはじめよう健康世紀
場所：   北海道・札幌
会場： 札幌パークホテル B2　パークプラザ
  
●日本補綴構造設計士協会 20周年記念学術大会
日時：   2015年8月29日（土）13:00～18:40
　　　　　　　　　30日（日）9:30～16:30
テーマ： 超 高齢社会の欠損補綴の未来
場所：   東京・両国
会場： 国際ファッションセンターKFCホール3F
  
●第23回 東北デンタルショー
日時：   2015年9月5日（土）13:00～19:00
　　　　　　　　　6日（日）9:00～16:30
場所：   宮城県・仙台
会場： 仙台国際センター 展示棟
日本歯科商社ブース：　124
  
●口臭治療セミナー
日時：   2015年11月1日（日）12:30～17:00
場所：   東京・市ヶ谷
会場：   デンタルヘルスアソシエート
講師：   原田聡 先生 （愛知県・エムデンタルクリニック院長）
  
****************************************
◇3Mix-MP法実習セミナー◇
****************************************
★基礎IIコース
東京　9月27日（日）
大阪　10月18日（日）
  
★総合フォローアップコース
日時：   2015年11月22日（日）9:30～16:30
場所：   東京都
会場：   両国KFCホール
  
～お申込みは、日本歯科商社ホームページ及びFAXにてお願いいたします。～
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