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1

　　　ご　　挨　　拶

第 49 回 横浜デンタルショー運営委員会
大会会長　吉 田 直 人

　日本の西洋歯科医学発祥の地として伝統のある横浜デンタルショーは、最新の歯科医療に関する情

報や歯科機器・材料を集結させ、次世代の歯科医療の発展につなげる大事な役割を担って参りました。

このたび 3年ぶりに開催のお知らせができますことを大変嬉しく思っております。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、当初予定していた 2022 年 1 月の開催から 1年遅れ

の開催となりました。この期間、より良いデンタルショーにするべく検討を重ね、メインテーマを

「Yokohama から未来へ」とし、サブテーマを「新たなデンタルショーの始まり、史上初の回遊型展

示を実現」といたしました。

　来場されるみなさまの利便性を大きく向上させるため、従来型の展示レイアウトを一新し、クリニッ

クの待合室、受付から診療室、技工室、機械室まで歩いて回ることをイメージした、回遊型の展示方

法を採用いたしました。これにより、欲しい商品を早く探し出し、見比べることができるようになる

ことを期待しています。

　歯科材料・器材、治療方法などはコロナ禍の今でも日々進化しています。SNS で情報を簡単に得

ることができる時代ではありますが、デンタルショーには、そういった最新の歯科医療に関する情報

や歯科機器・材料を集結させることで、手にとって体感できるという大きなメリットがあります。

　昨今、社会情勢等の変化により医療を取り巻く環境も変化しており、地域の様々な職種、職域団体

との「包括的チーム連携」による歯科口腔保健医療の展開が求められています。特別講演では、口か

ら食べる幸せを追求し続け、マスメディアでもご活躍の小山珠美先生にお話をいただきます。また前

回同様、神奈川県歯科医師会主催の学術大会やテーブルクリニックも合わせて開催いたします。

　託児施設の設置や抽選会など様々な企画を行うとともに、万全な新型コロナウイルス感染症対策を

講じることによって、安心して「来てよかった」とご満足いただけるようなデンタルショーになるよ

う運営してまいります。

　みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げます。
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パシフィコ横浜　会場案内図
　　　　　　　　アネックスホール　講演会場配置図

→P.4～6→P.7～9→P.10～13



第49回横浜デンタルショー
特別講演／テーブルクリニック 日程表

2023年１月９日（月・祝日）　【会場：パシフィコ横浜（アネックスホール）／参加：入場無料 ※当日先着順とさせていただきます】

■F201+F202（定員72名） 聴講対象者
09：30

~

10：15
ウエルテック（株） 私が再びコンクールFを処方し始めた理由

歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

（医）麻布東京デンタルクリニック
歯科衛生士
長内　香織

11：00

~

11：45
（株）ヨシダ 10年後も繁栄し続ける歯科医院の作り方

歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

（医）佑健会　（医）奉優会　兼任理事
モアナ歯科クリニック
吉田　元

13：00

~

14：30
※特別講演 口から食べる幸せを支える包括的チーム連携の最前線

歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

NPO法人口から食べる幸せを守る会
理事長
小山　珠美

15：00

~

15：45
（特非）神奈川県歯科衛生士会 今一度見直そう、歯科保健指導！

―国民皆歯科健診制度を見据えての歯科衛生士の役割―
歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

（公社）日本歯科衛生士会
会長
吉田　直美

■F203+F204（定員72名） 聴講対象者
09：30

~

10：15
横浜市歯科技工士会 義歯製作におけるデジタル化

歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

（株）協和デンタルラボラトリー新松戸
義歯部リーダー
今田　裕也

10：30

~

11：15
横浜市歯科技工士会 CAD/CAMインレーの適合を高めるために

歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

（有）ペップワン
代表取締役
高橋　元一

11：40

~

12：25
（株）OSSTEM JAPAN 3DチタンメッシュとSimpleなGBRテクニック

歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

デンタルチームジャパン
院長
金山　健夫

12：40

~

13：25
（株）OSSTEM JAPAN OSSTEM One シリーズコンセプトの臨床的応用

〜OSSTEMガイデッドサージェリー〜 どこまでできるか?
歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

東京吉祥寺セントラルクリニック
院長
洪　性文

13：50

~

14：35
（株）近藤義歯研究所 ゴシックアーチとデンチャーオクルージョンの作り方

歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

（株）近藤義歯研究所
代表取締役
近藤　太

15：00

~

15：45
（株）三和デンタル 金属3Dプリンターを用いた

デジタル金属床の臨床応用について
歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

（株）三和デンタル
紺野　達哉

■F205+F206（定員72名） 聴講対象者

09：30

~

10：15
YAMAKIN（株） CAD/CAM冠材料の技術から

色調適合性のあるコンポジットレジンへの展開
歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

YAMAKIN（株）
高知大学医学部 次世代歯科医療開発講座 
特任准教授
坂本　猛

10：50

~

11：35
（一社）横浜市歯科医師会

開業セミナー
「学校では教えてくれない、開業時に知っておきたい7つの秘訣」
「誰も教えてくれない歯科医師会の3つの秘密」
「開業のコツ、歯科医師会入会のメリット。みんなの本音インタビュー」

歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

（一社）横浜市歯科医師会
常任理事 田上　哲克
常務理事 小野　清一郎
総合戦略室委員長 川原　綾夏

12：20

~

13：05
（株）モリタ 効果的な機器を用いた根管治療におけるワークフロー

歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

Integral Dental Philosophy（IDP）　会長
日本Tip-Edge矯正研究会（JTSO）　理事
麻生　昌秀

13：40

~

14：25
マニー（株） NiTiロータリーファイル

JIZAIシステムを使った安全で効率の良い根管形成
歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

鎌倉デンタルクリニック
院長
三橋　晃

15：00

~

15：45
ライオン歯科材（株） う蝕予防セルフケアに寄与するCheck-Upシリーズの

新技術のご紹介
歯科医師 歯科技工士
歯科衛生士 歯科助手
その他

ライオン歯科材（株）
事業推進部
山本　学

ご来場にあたって　 　今後の状況によっては、開催内容の変更や開催中止となる場合がございます。
最新の情報は、公式ホームページに掲載いたしますので、ご来場前に必ずご確認ください。

間隔をあけて
お並びください。

必ずマスクを
着用ください。

定期的な消毒を
行っています。

定期的な換気を
行っています。

手指消毒に
ご協力ください。

検温に
ご協力ください。
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口から食べる幸せを支える
包括的チーム連携の最前線

 
　NPO 法人　口から食べる幸せを守る会

理事長　　小山　珠美

　多職種連携とは、異なる専門職からなるチームのメンバー、あるいは異なる機関・施設が、サービス利用者の利益
を第一に、総合的・包括的な保健医療福祉ケアを提供するために、協働実践を行うことと定義されている。摂食嚥下
障害を有した要介護高齢者や重度障害者への社会的支援体制の伸展により、多職種連携が常態化してきた。しかし、
多職種連携があれば、当事者や家族の真のニーズに応えることができるチーム体制を組むことができるのだろうか？ 
多くの歯科関係者も摂食嚥下障害者支援に参画してきたが、細やかな口から食べたい願いが叶わない事例を多々見聞
きしてきた。当事者や家族は、単に多職種連携を求めているか？ということを再考しなければならない時代に入って
いるように思う。そのためには、それぞれの縦割り的な評価やアプローチではなく、包括的支援スキルが一体となっ
た KT バランスチャート® と臨床倫理 4 分割表を使用することで、当事者主権とチーム連携が見える化できるように
思う。
　以上のことから、当事者や家族にとって必要な職種（人材）がいて、成果を出すことができる「包括的チーム連携：
Comprehensive Team Collaboration」を目指したい。理想論ではあるが、有機的で quality の高いチーム連携が必要
である。本講演では、当会に寄せられた相談の実態、包括的チーム連携を図った成果として、食べたい願いが叶った
事例などを紹介する。

【発表のポイント】
　1．多職種連携の課題
　2．人生の最期まで食べられない実態
　3．包括的支援スキルとしてのKTBC活用のススメ
　4．包括的チーム連携の成果

プロフィール
［現　職］
ＮＰＯ法人口から食べる幸せを守る会　理事長
JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院　摂食機能療法室看護師

［略　歴］
神奈川県総合リハビリテーション事業団　神奈川リハビリテーション
病院
愛知県看護協会　認定看護師教育課程「摂食・嚥下障害看護」
社会医療法人社団　三思会　東名厚木病院

［テレビ出演］
1)ＮＨＫニュースウオッチ９　2013年7月
2)ＮＨＫゆうどき　2014年12月　
3)ＮＨＫプロフェッショナル仕事の流儀
－食べる喜びを、あきらめない－  第294回  2016年5月16日放送ほか

［書　籍］
小山珠美編集：口から食べる幸せをサポートするための包括
的スキル－KTバランスチャートの活用と支援－，医学書院，
2015．

特別講演 2023年 1月9日（月・祝）13：00〜 14：30
パシフィコ横浜／アネックスホール（F201・F202）

定員：72名　参加：入場無料（※当日先着順とさせていただきます）
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テーブルクリニック：F201+F202 会場

私が再びコンクールＦを処方し始めた理由

　（医）麻布東京デンタルクリニック　　　　　　
　　　歯科衛生士　長内　香織

　歯科で一番売れている洗口液のコンクールＦ。皆様も一度は使用したことがあるかもしれません。しかし、
正しい使用方法がわからないまま、思ったような効果を得られず他の洗口液に変えたり、洗口液自体を使
用しなくなったという声も耳にします。
　今回は各種の使用症例や 2020 年に発表された新しい研究結果を用いて、コンクールＦの効果的な使用
方法や、実際洗口液を使用することで得られるメリット、また他の洗口液との違いについてお話しします。
現在コンクールＦをお勧めしている方にも、まだ洗口液の効果を感じたことの無い方にも、新しい発見で
明日から患者さんへお勧めしたくなる内容をお届けします。
【ポイント】
・コンクールＦの各種使用症例
・2020 年のジャーナルオブオーラルサイエンスに
  掲載された口腔内細菌に対する研究結果の解説
・他社洗口液との比較、違い

  9：30 〜 10：15　　ウエルテック株式会社

10 年後も繁栄し続ける歯科医院の作り方

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   （医）佑健会　（医）奉優会　兼任理事　　　　
モアナ歯科クリニック　吉田　元

　今後 5 年～ 10 年で診療の DX 化はもちろんのこと医院経営にも DX 化が必要になります。
　また歯科と言う小さな枠組みの中で更なる専門医制度が進むことでしょう。M&A を代表とする業界外か
らの資金流入が進み、我々は外と共に生きるのか、それを拒否するのかの選択を迫られる日が訪れ、これ
に伴い大規模法人と小規模医院の二極化が進むと考えられます。
　それぞれのメリット、デメリット、必要となる “ 人 ” について採用等、実践も含めて解説させていただきます。
【ポイント】
今後5年〜10年で医院経営に大切な物事、求められるものは多数ありますが、中でも専門医制度の需要
増、進化の激しいDX化、M＆Aによる市場の変化は特
に重要なテーマといえます。医院規模の二極化はその
ようなテーマと並行して益々加速し、先生方が今後も
繁栄、規模拡大等をしていく為に溢れる情報から何を
基準に判断をすれば良いか。そのいくつかのヒントを具
体的な求人等の内容を添えてお話します。

11：00 〜 11：45　　株式会社ヨシダ

【略　歴】
医療法人奉優会、
医療法人佑健会兼任理事
神奈川歯科大学卒業　
神奈川歯科大学口腔外科勤務
2013年モアナ歯科クリニック
開業

日本口腔外科学会
日本口腔インプラント学会
日本顎顔面インプラント学会
AO/EAO、IOstudygroup代表
神奈川歯科大学講師
明海大学助教

【略　歴】
　鹿児島歯科医師会立歯科学院専門学校卒業後、数々の一般歯科
で勤務。2013 年に麻布東京デンタルクリニックの歯科衛生士長
として従事し、脇智典院長をはじめチーム医療の先生方と出会い、
医療人としての在り方を学ぶ。臨床のかたわら、予防歯科を目指
す歯科衛生士のスタッフ教育、一般への啓発活動も行っている。 

 

定員：72名　参加：入場無料（※当日先着順とさせていただきます）
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テーブルクリニック：F201+F202 会場

15：00 〜 15：45　　特定非営利活動法人神奈川県歯科衛生士会

今一度見直そう、歯科保健指導！
－国民皆歯科健診制度を見据えての歯科衛生士の役割－

　公益社団法人日本歯科衛生士会　
会長　吉田　直美

　2022 年 6 月、骨太の方針により、国民皆歯科健診制度の導入に向けて検討する方針が示されました。人
生 100 年時代、これまで一部の世代のみに毎年行われていた歯科健診を全世代に広げることにより口腔健
康を通じて、健康寿命延伸を目指すためです。ここで期待される国民の口腔疾患の予防・重症化予防には、
歯科衛生士による歯科保健指導の是非が大いに関与します。この機会に、国の方針を理解するとともにご
自身の歯科保健指導を見直してみませんか。

【発表のポイント】
・国民皆歯科健診
・人生 100 年時代
・歯科保健指導

【略　歴】
国立大学法人東京医科歯科大学医歯学総合研究科口腔健康教育学分野教授
⃝博士（歯学）、修士（都市科学）　⃝歯科衛生士、公認心理師
2004〜2009年　東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科講師
2009〜2017年　千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科教授
2017年より　　　東京医科歯科大学大学院教授
2015〜2021年　日本歯科衛生学会学会長
2021年より　　　日本歯科衛生士会会長、国際歯科衛生連盟代議員ほか

M E M O

 

定員：72名　参加：入場無料（※当日先着順とさせていただきます）
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テーブルクリニック：F203+F204 会場

CAD /CAM インレーの適合を高めるために

　　　　　　　　　　　　　　　　有限会社ペップワン　　　　　　　　
代表取締役　高橋　元一

　2014 年よりアナログ技工のみで行われていた歯科技工に小臼歯限定でデジタルによる CAD 冠が保険に
導入され、その後順次大臼歯、前歯と適用範囲が広がった。2022 年、インレーが保険に組み込まれかなり
の混乱を招いた。特に我々歯科技工士は適合に頭を悩まされているのではないだろうか。そこで、適合を
高めるために必要な要素をメーカー、歯科技工士、歯科医師のそれぞれの視点から考察し、私が日常臨床
で試行錯誤しながら試みている内容を報告させていただきます。

【発表内容のポイント】
インレー適合を高めるために必要なこと
・加工機販売メーカーによる専用シーケンスの開発　・歯科技工士による CAD デザイン
・歯科技工士による CAM の配置　・歯科医師による専用の形成
上記の考察により歯科技工士としておこなっている
・CAD デザイン　・CAM の配置
を臨床例から報告

10：30 〜 11：15　　横浜市歯科技工士会

【プロフィール】
東邦歯科技工専門学校卒業（現東
邦歯科医療専門学校）
同校専攻科（ポーセレン科）卒業
藤本研修会　技工士コース修了
高知工科大学大学院前期課程修了

有限会社ペップワン　代表取締役
デジタルプロダクトリサーチセン
ター　主宰
関東先端デジタル技術研究所　
設計・加工担当

  9：30 〜 10：15　　横浜市歯科技工士会

義歯製作におけるデジタル化

　株式会社協和デンタルラボラトリー新松戸　
義歯部リーダー　今田　裕也

　歯科技工のデジタル化が進展し、義歯製作過程においてもデジタル作業の占める割合が増えています。
デジタル化のメリットは、加工作業のみでなく、データを合成、複製するという従来の技工作業では難し
かった、精度の再現が可能になったことです。しかし、まだ全ての作業がデジタルで完結することは難しく、
従来技工のノウハウが必要な場面もあります。今回はデジタルの利点とこれまでの技工の融合によって生
まれた利点と新しい手法、応用例を発表したいと思います。

【発表のポイント】
・デジタルの利点
・アナログ技工との融合によって生まれた利点

【プロフィール】
岐阜県高山市生まれ（現在38歳）
愛歯技工専門学校卒業

（株）協和デンタルラボラトリー新松戸
義歯部リーダー

日本口腔インプラント学会認定技工士
日本臨床歯科補綴学会８ヶ月コース
オーリアラセミナー受講

W-CLICK会員
JPDA指導技工士
BPS認定技工士
2015年モリタ歯科技工登竜門
　テクニカルコンテスト最優秀賞
2016年モリタ歯科技工登竜門
　Next Stage 優秀賞

 

定員：72名　参加：入場無料（※当日先着順とさせていただきます）
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テーブルクリニック：F203+F204 会場

3D チタンメッシュと Simple な GBR テクニック

デンタルチームジャパン　　　　　　　　
院長　金山　健夫

　GBR は 1990 年に Buser らが報告して以来、使用するメンブレンや補填材の種類などについて様々な討
論が行われ、術式の改良が進められてきた。
　GBR で最も重要なことは骨再生のためのスペースを確実に確保・維持することであるため、これまで様々
なチタン強化膜・骨補填材・スクリューピンなどが開発され臨床に用いられてきた。しかし、術式が繁雑
であること、メッシュ露出の頻度が高いことなど欠点も多く、必ずしも臨床成績は良くなかった。
　近年 OSSTEM 社が開発した 3D チタンメッシュ（OssBuilder）は GBR 用のチタンメッシュで、「Pre-
bending された 3D 構造をしている」「インプ
ラントや専用のピンに簡単に固定できる」た
め、簡便、短時間の手術で骨造成のためのス
ペースを確保・維持できるようになった。今
回は 3D チタンメッシュ（OssBuilder）を用い
た症例を供覧するとともにその特徴や術式を
解説したい。

OSSTEM One シリーズコンセプトの臨床的応用
〜OSSTEMガイデッドサージェリー〜 どこまでできるか？

　　　吉祥寺セントラルクリニック　　　　　　
院長　洪　性文

　インプラントサージェリーにおける手技は様々かつ煩雑なことが多く見られる。煩雑さが軽減されるこ
とで術者と患者への負担も軽減され手術時間に短縮にも繋がる。OSSTEM 社の One シリーズは、煩雑な手
技をできる限り軽減ができるコンセプトで構成がされている。One-GuideキットをはじめOne-CASキット、
One-485 キット、One-MS キットなどでシンプルかつ正確な埋入ができるキットの紹介と、最適な使用方
法を臨床症例を交え応用的な使用方法を供覧をしたい。

11：40 〜 12：25　　株式会社 OSSTEM JAPAN

12：40 〜 13：25　　株式会社 OSSTEM JAPAN

【略　歴】
北海道大学歯学部卒業  大学院修了 博士（歯学）
東京銀座デンタルクリニック
デンタルチームジャパン
日本補綴歯科学会（専門医・指導医） 
日本顎顔面インプラント学会会員
・OSSTEM JAPAN OIC認定MASTER COURSEメインデイレクター

【略　歴】
松本歯科大学卒業 歯学博士
・東京 吉祥寺セントラルクリニック 院長
・日本口腔インプラント学会会員
・OSSTEM JAPAN OIC MASTER COURSE メインデレクター

 

定員：72名　参加：入場無料（※当日先着順とさせていただきます）
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【略　歴】
2010年　岩手医科大学歯学部付属
　　　　  歯科技工士専門学校卒業
2010年　有限会社メークデント入社
2018年　株式会社三和デンタル入社

テーブルクリニック：F203+F204 会場

ゴシックアーチとデンチャーオクルージョンの作り方

　　株式会社近藤義歯研究所　　　　　　
代表取締役　近藤　太

　咬合（フルバランスオクルージョン）には何が必要か？　リハビリトレーニング義歯の役割とゴシック
アーチトレーサーに求められる条件とは。元々患者に存在していた下顎位発見を見逃さないためにできる
事とは何か。各工程を確認し再現性のある工程管理と、チェアサイド～ラボサイドと繰り返し行われる管
理には再現性、属人化など考慮されているか。

【発表のポイント】
・新たな工程、技工士が作る
　「究極のシェイピングトレー」
・咬合器マウントに必要な条件と
　平均値咬合器でも失敗しない方法

金属３D プリンターを用いたデジタル金属床の臨床応用について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　株式会社三和デンタル
歯科技工士　紺野　達哉

　歯科用 CAD/CAM の臨床応用が進んでいるのは主にクラウン・ブリッジの分野で、義歯の分野ではまだ
遅れをとっている。近い将来歯科技工士不足が懸念されている中、特に義歯を製作できる歯科技工士が減っ
ていると言われている
　三和デンタルでは 2017 年から海外提携先の委託による３D チタン床の臨床応用に取り組んでおり、
2022 年 1 月より自社ラボのあるタイに金属積層造形機を導入した。
　今回は金属３D プリンターを用いた金属床の直接造形による従来法とは異なる優位性や可能性を紹介し
たい。

【発表ポイント】
①イントロ（デジタルについて）　②金属積層造形機について
③臨床症例など　　　　　　　　　④課題やまとめなど

13：50 〜 14：35　　株式会社近藤義歯研究所　  

15：00 〜 15：45　　株式会社三和デンタル　  

【プロフィール】
1968 年生まれ
東北歯科技工専門学校非常勤講師
1995 年　近藤義歯技工研究所 開設
2003 年　NFK デンチャースタディーグループ　設立
2004 年　咬合器開発、山八歯材工業にて
2005 年　相模原市南区西大沼に近藤義歯研究所 移転
2006 年　咬合器マウント湾曲排列治具「COMPSYSTEM」開発
2007 年　 ㈱近藤義歯研究所法人化　海外講演 北京 上海 バンコク トルコなど
2008 年　歯科医師向け「咬合調整セミナー実習コース」スタート
2009 年　リハビリデンチャー理論スタート
2015 年　KGK 患者導入セミナースタート
2016 年　KGK 咬合調整セミナー実習コース フルバランスオクルージョンスタート
2017 年　KGK カウンセリングセミナースタート

 

定員：72名　参加：入場無料（※当日先着順とさせていただきます）



13

テーブルクリニック：F205+F206 会場

CAD/CAM冠材料の技術から
色調適合性のあるコンポジットレジンへの展開

YAMAKIN 株式会社　常務執行役員　　　　　　　　　　　
　兼　高知大学医学部次世代歯科医療開発講座　特任准教授　

 博士（薬学）　坂本　猛
　本講演では、CAD/CAM冠用レジンブロックの色調整合性の技術を応用したコンポジットレジン（CR）
の開発の経緯や色調設計などを解説します。そこでは、新しいCRでは光重合前後で色調が変化するタイプ
と変化しないタイプを提案し、CRを操作する時の色調にも考慮する設計を紹介します。このような設計の
CRの各症例でどのように色調が適合するか、このCRが苦手な症例へのシンプルな対処を交えて説明してい
きます。

  9：30 〜 10：15　　YAMAKIN 株式会社

開業セミナー
学校では教えてくれない、開業時に知っておきたい７つの秘訣

一般社団法人横浜市歯科医師会　　　　　
総合戦略室　常任理事　田上　哲克

　本セミナーは、私が歯科医院開業前に考えていたことである、「歯科界の現状、開業のビジョン、物件の
選定方法、資金調達、歯科医院における他院との差別化、」の 5 つの項目について具体的に説明させて頂き
ます。また、歯科医師会へ入会して開業するか、未入会のまま開業するか、それぞれのメリット、デメリッ
トになどついて説明させて頂きます。これから開業される先生方や、歯科医師会への入会を検討されてい
る先生方のお力になれればと思います。

【発表のポイント】
１．歯科界の現状を理解する
２．開業ビジョン
３．開業物件の選定
４．開業資金調達
５．歯科医院における差別化
６．歯科医師会との関わり

10：50 〜 11：35　　一般社団法人横浜市歯科医師会

【略　歴】
東京都世田谷区　出身
2008年3月　北海道大学大学院薬学研究科博士後期課程　卒業
2011年9月まで　北海道大学大学院工学研究科にて
　　　　　　　　博士研究員として従事
専門：有機合成、有機金属化学、高分子合成
2011年10月  YAMAKIN株式会社　入社

2013年3月　開発部　主任研究員　就任
2017年3月　開発部　主幹研究員　就任
2019年3月　執行役員（戦略・マーケティング担当）就任　
2020年1月　常務執行役員　就任　
2020年3月　高知大学医学部　次世代歯科医療開発講座
　　　　　　 特任准教授　着任

【プロフィール】
平成18年　私立　日本歯科大学　歯学部　卒業
平成19年　医療法人　良癒会歯科　勤務
平成23年　文京学院大学大学院　経営学科
　　　　　 医療マネジメントコース　卒業
平成24年　仲町台たがみ歯科医院　開設
平成29年〜　横浜市歯科医師会　総合企画委員会　委員
令和3年〜　  横浜市歯科医師会　総合戦略室　常任理事

 

定員：72名　参加：入場無料（※当日先着順とさせていただきます）
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テーブルクリニック：F205+F206 会場

開業セミナー
誰も教えてくれない 歯科医師会の３つの秘密

一般社団法人横浜市歯科医師会　　　　　　　　　

　生涯研修委員会　常務理事　小野　清一郎

　先生がたは、お付き合いのある歯科材料業者さんから「歯科医師会に入会する予算があれば、その分を機材
やユニットに使ってはいかがですか」といったお話を聞いたことがありませんか？ また、歯科医師の知人や友
人から「歯科医師会に入ると仕事ばっかり振られて大変だよ」といったお話を耳にしたことはありませんか？ 
　歯科医師会に入会すると、そんなに費用がかかるものなのでしょうか？
　歯科医師会に入会すると、そんなに労務負担に追われることになるのでしょうか？
　今回のセミナーでは、世間でほとんど知られていない歯科医師会の秘密についてしっかり暴露いたします。
ほかでは聞けない本当の歯科医師会の姿をお伝えしたいと思います。乞う御期待！

開業セミナー
開業のコツ、歯科医師会入会のメリット。みんなの本音インタビュー

一般社団法人横浜市歯科医師会 　　  　

　総合戦略室　委員長　川原　綾夏

　歯科医院開業時は、誰でも不安なこと心配なことがあります。過去に開業した先輩たちは、どのような
ことを開業前にしておけば良かったと考えているのでしょうか。また、歯科医師会に入会するメリット
は、何なのか本音のインタビューを行いました。開業前の方には医院づくりの参考に、すでに開業されて
いる方にも日々の診療の参考となるインタビューです。

【発表のポイント】
・開業前にやっておけば良かった後悔について
・歯科医師会に入会。良かった？
・増患、診療の凄ワザについて

10：50 〜 11：35　　一般社団法人横浜市歯科医師会

10：50 〜 11：35　　一般社団法人横浜市歯科医師会

【略　歴】
平成3年　福岡県立九州歯科大学卒業
平成7年　福岡県立九州歯科大学大学院修了
　　　　  小児歯科学専攻
平成8年　横浜市泉区に小野歯科医院開設

平成29年〜　公立大学法人九州歯科大学歯学部　臨床教授
令和元年〜　 横浜市歯科医師会　生涯研修委員会
　　　　　　 社保担当常務理事
令和4年〜  　日本口腔検査学会　理事

【略　歴】
2009年　　日本大学松戸歯学部　卒業
2014年　　日本大学松戸歯学部大学院（有床義歯補綴学）
　　　　　  卒業
2016年　　カナリア歯科クリニック　開設
2017年〜　横浜市歯科医師会総合戦略室委員

 

定員：72名　参加：入場無料（※当日先着順とさせていただきます）



15

テーブルクリニック：F205+F206 会場

効果的な機器を用いた根管治療におけるワークフロー

Integral Dental Philosophy(IDP)  会長　
　日本 Tip-Edge 矯正研究会（JTSO）理事　

 麻生　昌秀

　近年根管治療は、マイクロスコープの出現以来、急激に変化してきた。それは手指の感覚に頼る時代か
ら、目で見て確認する時代に移り変わったことによる。中でも一般的に感染根管治療においては、抜髄処
置に比べて臨床成績が思わしくない。その一番の原因は根管内に存在する細菌である。そこで根管治療の
成功においてはいかに感染源を除去するかが鍵となる。今回そのための効果的な様々な機器の手順・使用
方法を紹介する。

【発表のポイント】
・根管治療におけるマイクロスコープの意義と活用方法
・CBCT を用いた根管の読像方法
・根管内容物の除去方法（マイクロスコープ視野における器材の使用方法）
・効果的な根管の洗浄法（ソルフィー F の活用方法）
・高周波を利用した細菌除去（ルートZX3 の活用方法）
・最適な治療環境の提案

12：20 〜 13：05　　株式会社モリタ

NiTi ロータリーファイル　JIZAI システムを使った
安全で効率の良い根管形成

　　　鎌倉デンタルクリニック　　　　　　
院長　三橋　晃

　歯科用顕微鏡、CBCT 、そして MTA などのツールやマテリアルの開発、改良により現在のエンドは飛
躍的な変化を遂げてきました。それらの応用は治療効率と成功率を高めることが可能となりますが、Ni-Ti
ファイルを使った根管拡大形成もまた、仕事効率を高めます。それは決して早く雑に行われるものではなく、
そこには確実さ、そして安全性が求められます。
　今回 Made in Japan の Ni-Ti ファイル（JIZAI）の自由自在な使い方、グライドパスの重要性などを臨
床例を交えて説明したいと思います。

13：40 〜 14：25　　マニー株式会社

【プロフィール】
神奈川歯科大学臨床教授
日本顕微鏡歯科学会副会長・指導医・認定医
関東歯内療法学会副会長・常任理事
日本歯科保存学会専門医

【プロフィール】
東京都中野区開業
Integral Dental Philosophy(IDP)  
会長
日本Tip－Edge矯正研究会（JTSO）
理事

 

定員：72名　参加：入場無料（※当日先着順とさせていただきます）
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テーブルクリニック：F205+F206 会場

う蝕予防セルフケアに寄与する
Check-Up シリーズの新技術のご紹介

ライオン歯科材株式会社　事業推進部　

　山本　学

　う蝕の予防には、フッ化物による歯の再石灰化促進と耐酸性の向上が有用である。そこで、口腔内にフッ
化物をより多く滞留させて機能を発揮する技術の確立を目指し、フッ化ナトリウムとフッ化物の滞留に効
果的なコーティング剤からなる技術をベースに、カルシウム・リンを配合した結果、フッ化物を高滞留か
つ徐放可能な技術の開発に成功した。本クリニックでは本技術のメカニズムやその有効性について紹介す
る。

15：00 〜 15：45　　ライオン歯科材株式会社

【略　歴】
1987年　ライオン株式会社　入社
1991年　ライオン歯科材株式会社　東京販促グループ
2015年　ライオン歯科材株式会社　予防歯科推進室
2018年　ライオン歯科材株式会社　事業推進部

M E M O

 

定員：72名　参加：入場無料（※当日先着順とさせていただきます）
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49 アークレイマーケティング株式会社 検-05
株式会社アール・エー・キュー 材-31
株式会社アイキャット レン-06
相田化学工業株式会社 貴-01
アイ・ティー・エス・エス株式会社 レセ-07
株式会社アイディエス 材-16
株式会社アイデンス レセ-02
アイワ医科工業株式会社 技-06
有限会社アカサカ歯材社 材-17
株式会社アキラックス レセ-11
株式会社アクシオン・ジャパン レン-01
株式会社アクロス 材-18
有限会社旭技工所 技-21
アサヒプリテック株式会社 技-08
朝日レントゲン工業株式会社 レン-05
株式会社アソインターナショナル 技-05
株式会社アパタイト 材-32
株式会社アバンティ レセ-03
株式会社アルタデント ｲ-01
イーエヌ大塚製薬株式会社 材-50
EMS Japan株式会社 衛-10
有限会社医学情報社 図-02
石福金属興業株式会社 技-10
医歯薬出版株式会社 図-04
伊藤超短波株式会社 材-42
Ivoclar Vivadent株式会社 材-26/技-09
有限会社イポナコロジー 衛-11
株式会社インサイト 他-05
インターアクション株式会社 図-01
インビザライン・ジャパン株式会社 矯-03
株式会社ウィルアンドデンターフェイス レセ-04
有限会社ウィルデント 材-47
株式会社ウェイド 技-07
ウエルテック株式会社 衛-01
株式会社ADI.G 予-11
株式会社NNG 予-10
株式会社エリアネットワーク 機-02
エンビスタジャパン株式会社 レン-02
OEC株式会社 レセ-06
有限会社オーソデントラム 矯-07
株式会社オーラルケア 衛-02
株式会社岡部 材-21
株式会社OSSTEM JAPAN ユ-04
オプティマルエイド合同会社 材-09
株式会社オプテック レセ-10
株式会社オムニコ 材-07
株式会社オルコア 検-02
神奈川県栄養士会 主-06
神奈川県歯科医師信用組合 他-01
特定非営利活動法人神奈川県歯科衛生士会 主-04
神奈川県歯科用品商協同組合 主-03
学校法人神奈川歯科大学 他-02
神奈川トヨタ商事株式会社 趣-01
カボデンタルシステムズジャパン合同会社 ユ-10
株式会社CAD・CAMセンタージャパン 技-13
共和医理科株式会社 材-22
株式会社近畿レントゲン工業社 レン-04
クインテッセンス出版株式会社 図-06
株式会社クエスト 材-39
株式会社クラーク 材-48
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 材-11
株式会社クラデンジャパン 衛-06
クラレノリタケデンタル株式会社 材-01
株式会社クリニコ 食-02
クロスフィールド株式会社 衛-07
株式会社グロ-マス 予-02
株式会社コアデンタルラボ横浜 技-12
コアフロント株式会社 技-20
株式会社コムネット 衛-12
株式会社近藤義歯研究所 技-15
佐藤歯材株式会社 材-46
株式会社SABU 予-05
サンシステム株式会社 レセ-01
サンスター株式会社 材-30
サンメディカル株式会社 材-03
株式会社三和デンタル 機-04
株式会社ジーシー 材-13
株式会社ジーシー昭和薬品 材-14
合同会社JDI 検-03
株式会社ジェイ・マッチ 材-27
JMS株式会社 機-01
株式会社ジェニシス 予-07
株式会社GENOVA 予-03
株式会社シバタ 材-38
芝田薬品株式会社 食-03
下村石膏株式会社 材-10

株式会社松風 材-06/衛-08/技-02
株式会社神歯信栄サービス 趣-06
株式会社スマートプラクティスジャパン 材-35
スリーエムジャパン株式会社 材-12
株式会社セルフメディカル ユ-07
株式会社泰成 ユ-01
ダイナースクラブ(三井住友トラストクラブ株式会社) 趣-02
タカラベルモント株式会社 ユ-11
株式会社田辺玩具製作所 予-08
株式会社チームフォーチューン 矯-02
学校法人総持学園 鶴見大学 他-03
デジタルプロセス株式会社 技-11
デンケン・ハイデンタル株式会社 技-18
株式会社電算システム レセ-05
株式会社デンタルアクト 技-14
デンタルシステムズ株式会社 レセ-12
株式会社デンタルダイヤモンド社 図-07
デンツプライシロナ株式会社 ユ-02
有限会社デントレード 材-44
株式会社東京技研 機-07
株式会社東京ミライズ 趣-03
東3冷凍機株式会社 機-06
株式会社トータルヘルスコンサルティング 材-33
株式会社トクヤマデンタル 材-20/技-03
株式会社ナカニシ ユ-06
ニールメッド株式会社 材-36
日新デンタル株式会社 材-15
日本アイ・エス・ケイ株式会社 ユ-09
日本歯科学生連盟 主-01
株式会社日本歯科工業社 材-49
株式会社日本歯科商社 材-23
株式会社日本歯科新聞社 図-03
日本歯科薬品株式会社 材-19
株式会社日本トリム 食-01
日本メディカルテクノロジー株式会社 材-24
ネオ製薬工業株式会社 材-05
株式会社ネットラボ 趣-04
株式会社ノーザ レセ-08
株式会社バイオスジャパン 材-08
白水貿易株式会社 材-51/衛-05/衛-14
有限会社バルビゾン 矯-06
株式会社P&A 衛-03
株式会社ピーズガードセールス 予-09
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル 材-28
株式会社HITS PLAN 検-04
株式会社VIPグローバル 他-04
株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ 図-05
フォレスタデント・ジャパン株式会社 矯-05
株式会社フォレスト・ワン 材-25
福翊株式会社 材-04
株式会社船井総合研究所 機-03
株式会社フラット レン-03
株式会社プラトンジャパン イ-02
PEARLIE WHITE SINGAPORE (株式会社ブリーズブルー)　衛-09
株式会社プローデント 衛-13
株式会社プロシード 矯-04
株式会社フロンティアテクノロジー 矯-01
ホワイトエッセンス株式会社 材-40
マニー株式会社 材-02
株式会社丸山医療器械 レン-07
睦化学工業株式会社 材-45
名南歯科貿易株式会社 技-04
メディア株式会社 レセ-09
株式会社メディアート 予-06
株式会社メディカルネット 予-01
株式会社Medicalプランニング 食-04
株式会社MEDIC 検-01
株式会社メディナ 技-01
株式会社メディネット 予-04
株式会社メドレー 予-12
株式会社モリタ ユ-05
株式会社モリムラ 材-41
YAMAKIN株式会社 材-29
株式会社ヤマト 趣-05
山八歯材工業株式会社 技-17
横浜市歯科医師連盟 主-02
一般社団法人横浜市歯科技工士会 主-05
株式会社ヨシダ ユ-08
吉野石膏販売株式会社 材-43
株式会社ライヴス ユ-03
ライオン歯科材株式会社 衛-04
ライフジャパン株式会社 材-34
リンカイ株式会社 材-37
わかば出版株式会社 図-08
和田精密歯研株式会社 技-19
ワンディー株式会社 機-05
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広告掲載会社一覧（広告掲載順）

巻頭広告

●　アークレイマーケティング㈱

●　㈱近藤義歯研究所

●　㈱ビーブランド・メディコーデンタル

後付広告

●　㈲医学情報社

●　医歯薬出版㈱

●　一世出版㈱
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●一世出版ホームページ

第1章 歯科医院経営の現状と展望
第2章 歯科医院の開業支援
第3章 歯科医院の経営改善支援
第4章 歯科医院の人事管理と労務対策
第5章 歯科医院の事業承継

●B5判  226頁  定価3,000円+税（送料別）
ISBN978-4-87078-191-7  C3047  ¥3000E

【本書の主な内容】

開業準備から経営の改善、管理業務、事業の承継までを
わかりやすく解説。

より安定した歯科医院経営をサポートする一冊

［編］

［監修・著］永山 正人（日本医業経営コンサルタント協会 会長）

　　　［著］木村 泰久（M&D医業経営研究所 代表取締役）

　　　　　　角田 祥子（税理士法人ネクサス 代表社員・税理士）
（歯科経営専門分科会：認定登録 医業経営コンサルタント）

中級編
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●B5判  226頁  定価3,000円+税（送料別）
ISBN978-4-87078-191-7  C3047  ¥3000E
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開業準備から経営の改善、管理業務、事業の承継までを
わかりやすく解説。

より安定した歯科医院経営をサポートする一冊

［編］

［監修・著］永山 正人（日本医業経営コンサルタント協会 会長）

　　　［著］木村 泰久（M&D医業経営研究所 代表取締役）
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（歯科経営専門分科会：認定登録 医業経営コンサルタント）

中級編
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Ver.2022.11

社　　　名 代表者名 〒 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

アサダデンタル商会 浅田尚男 238-0224 三浦市三崎町諸磯 701-20 046-803-3200 046-803-3200 ※※

(有)旭デンタル 苛原 勉 241-0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町 1-38-9 045-954-3590 045-955-2814 ※※

(株)池田歯科商店 池田達哉 245-0013 横浜市泉区中田東 2-32-18 045-801-7441 045-805-4741 ※※

(株)石井歯科器材　横浜営業所 石川浩二 252-0011 座間市相武台 4-9-14-103 046-259-8607 046-259-8607 ※※

(株)イシハラ 安達貞夫 230-0031 横浜市鶴見区平安町 2-4-6 045-501-8341 045-501-8452 ※※

(株)イシハラ　湘南営業所 石神直人 254-0014 平塚市四之宮 1-8-18-1 0463-79-8249 0463-79-8247 ※※

株式会社 一色タカナワ　 打田 雅則 212-0003 川崎市幸区小向町 22-24 044-281-9270 03-3443-3690 ※※

(株)伊藤商会 伊藤 博 221-0057 横浜市神奈川区青木町 2-1 045-441-2051 045-441-2053 ※※

大竹歯材(有) 大竹 潤 251-0052 藤沢市藤沢 1046 0466-26-2422 0466-23-1428 ※※

(株)粕谷歯科商会 粕谷　剛 250-0212 小田原市西大友 208-14 0465-37-2135 0465-36-5154 ※※

(株)粕谷歯科商会 相模原営業所 上村拓也 229-0032 相模原市中央区矢部 4-12-8 042-753-6801 042-753-6803 ※※

(株)粕谷歯科商会　横浜営業所 松井清和 245-0008
横浜市泉区弥生台 36-15
 　　　　ﾋﾙｻｲﾄﾞ弥生台1-D

045-814-3373 045-814-4315 ※※

(株)片山歯科商会 片山 聡 251-0037 藤沢市鵠沼海岸 6-16-19 0466-34-5549 0466-34-5950 ※※

(株)北詰歯科商店 北詰富昭 237-0076 横須賀市船越町 3-41 046-861-0418 046-861-1684 ※※

杉崎デンタル(株) 杉崎美穂 243-0433 海老名市河原口 1-11-15 046-231-0467 046-231-7442 ※※

杉崎デンタル(株)　横浜営業所 村田一成 226-0022
横浜市緑区青砥町 1128-3
　　　　　　　　　　ｲﾁｶﾜﾋﾞﾙ1F

045-507-1820 045-507-1820 ※※

(株)田中歯科器械店 神奈川支店 櫻井純二 238-0004 横須賀市小川町 26-3 046-826-1640 046-827-0575 ※※

辻村歯科商店 辻村直幸 250-0011 小田原市栄町 4-9-52 0465-22-3878 0465-22-3878 ※※

(株)デンタルアクト 山室拓也 242-0021 大和市中央 5-6-10 046-263-2007 046-263-8798 ※※

トーシンデンタル （株） 斉藤 政之 212-0057 川崎市幸区北加瀬 2-5-12 044-201-6171 044-200-4088 ※※

(有)トラスト・デンタル 伊藤信之 230-0077 横浜市鶴見区東寺尾 4-15-12-501 045-582-3871 045-582-3871 ※※

二之宮歯科商事 二之宮 保 254-0065 平塚市南原 1-14-2 0463-32-6159 0463-32-6159 ※※

前多歯材 武井純一 230-0015 横浜市鶴見区寺谷 2-9-2 045-581-8530 045-581-8534 ※※

(株)ユーディーデンタル 上田　修 246-0004 横浜市瀬谷区中屋敷 2-29-9 045-304-3101 045-304-6311 ※※

(株)ヨコミゾメディカル 和田国広 248-0033 鎌倉市腰越 916 0467-31-8139 0467-32-8739

(株)ヨシダタロウ　横浜営業所 須藤潤一 241-0835 
横浜市旭区柏町 132-6
　　　　　　ﾒｿﾞﾝｸﾞﾚｰｽ101

045-364-3041 045-364-3078

神奈川県歯科用品商協同組合
　　　　※※　　組合員

 事務局 231-0035
横浜市中区千歳町 1-2
                横浜ＴＨビル313号

045-252-3722 045-308-2050

神奈川県支部
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横浜デンタルショー運営委員会名簿

（敬称略）　　
　　

　大会会長

　運営委員長

　運営副委員長

　運営副委員長

　運営副委員長

　運営副委員長

　運営副委員長

　運営副委員長

　運営委員

　運営委員

　運営委員

　運営委員

　運営委員

　運営委員

　運営委員

　運営委員

　運営委員

　運営委員

　運営委員

　運営委員

　運営委員

　運営委員

　運営委員

　運営委員

吉 田　直 人 （横浜市歯科医師会会長）

篠 原　泰 弘 （横浜市歯科医師会副会長）

堀 元　隆 司 （横浜市歯科医師会副会長）

関　　 敏 明 （横浜市歯科医師会副会長）

加 来 めぐみ （横浜市歯科医師会副会長）

六 角　譲 治 （横浜市歯科医師会顧問）

西 山　　 潔 （横浜市歯科医師連盟会長）

伊 藤　信 之 （神奈川県歯科用品商協同組合理事長）

小 杉　禎 久 （横浜市歯科医師会専務理事）

松 崎　　 崇 （横浜市歯科医師会常務理事）

佐 藤　信 二 （横浜市歯科医師会常務理事）

小 野 清一郎 （横浜市歯科医師会常務理事）

田 上　哲 克 （横浜市歯科医師会常任理事）

新 井　宗 高 （横浜市歯科医師連盟理事長）

武 井　純 一 （神奈川県歯科用品商協同組合専務理事）

杉 崎　美 穂 （神奈川県歯科用品商協同組合理事）

安 達　慎 吾 （神奈川県歯科用品商協同組合理事）

櫻 井　純 二 （神奈川県歯科用品商協同組合）

山 室　拓 也 （神奈川県歯科用品商協同組合）

吉 野　享 太 （神奈川県歯科用品商協同組合）

河 西　武 嗣 （神奈川県歯科技工士会会長）

圡 田　康 夫 （神奈川県歯科技工業協同組合理事長）

傳 寶　弥 里 （横浜市歯科技工士会会長）

打 矢　純 子 （神奈川県歯科衛生士会会長）



みなとみらい駅より

　［徒　　歩］約 3 分

桜木町駅より

　［徒　　歩］約 12 分　「動く歩道」を利用
　［バ　　ス］バスターミナル 4 番のりばより、市営バスにて
　　　　　　　「展示ホール」または「パシフィコ横浜」下車　約 7 分
　［タクシー］約 5 分

横浜駅より

　［電　　車］みなとみらい線「みなとみらい駅」下車
　　　　　　  JR 京浜東北線、市営地下鉄「桜木町駅」下車
　［タクシー］東口ポルタ地下 2F のりば　約 7 分
　［シーバス］東口そごう 2F かもめ歩道橋下のりばより
　　　　　　　「ぷかりさん橋」下船

会場：パシフィコ横浜　案内図

［お問合せ］
○横浜デンタルショー運営委員会　　　　：TEL 045-681-1553
　（横浜市歯科医師会内）
○第 49 回横浜デンタルショー開催準備室：TEL 03-5546-0480
　（株式会社フジヤ東京本社内）


