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AGC 術者可撤式 ブリッジ
実 は 少 数 歯 欠 損 に も 使 え る ん で す！
AGC 術者可撤式ブリッジは、AGC ガルバノシステム を使用した、メンテナンスに非常に優れた補綴システムです。

スクリューリテインでは審美的に問題があったり、セメントリテインでは外したい時に外せないといったストレスがつき
ものです。

ところが AGC 術者可撤式ブリッジでは、仮着セメントを使用しませんのでリムーバーで外すことができます。他のシス
テムのような撤去時のストレスが軽減されます。

『AGC はフルマウスだけのもの』というイメージがありますが、少数歯欠損でも使用できるシステムですので、
「どんなものかやってみたい」という先生は、是非ともまずはそちらからお試しください。

ニュージーランド視察 に行きました
代表・村田が、ニュージーランドの歯科技工事情の視察に行ってまいりました。やはりデジタル化は日本よりも進んでいる印象を受け
ました。ここで学んだ事を、日本でもフィードバックできればと思います。
今回視察に行ったオークランドは港町で、海鮮が最高でした！！

食当たりが怖かったですがそれ以上に美味しすぎたので、牡蠣を

たらふく食べました。サーモンも非常に美味しかったです。オークランドに行かれる方は是非！

こちらのレポートは、医療従事者への情報提供を目的としております。

ラザロのこだわり、それは技工だけではございません！大切なものを、大切にお届け
するために。事務員の職人魂についても、ぜひお見知りおきを！！！

事務 梱包編

ケースの中身が患者様のもので間違いないか、破損
はないか梱包時、技工物の全てを確認しています。
また、入荷時出荷時ともに写真にて記録を取り、正
確に管理しています。

模型などは破損防止のため、緩衝材だけでなくコッ
トン等を使用し、細部も保護するように梱包してい
ます。

ラザロオリジナルの梱包箱もこだわりの一つ。ラボ内
は常に整理整頓し、清潔に保つよう努めております。

箱を開けてまず、整って梱包されていること。そ
してテープ類の端を折るなど、医院様での開封作
業のお手間がなるべく少なくなるように心がけて
います。

歯科技工士

杉山 周平

Sugiyama

技工歴：7 年

Shuhei

…ホント？

「新大阪と福岡の歯科技工士専門学校の合同同窓会にて
講演をさせていただきました。
外部からの依頼をいただくことも多いです。」

先月号で募集しました、みなさまのおうちの ペット自慢 ♪
ふわふわ♡もふもふ♡たまに筋肉♡
あふれて止まない魅力をご紹介させていただきます！

▲「夜景をバックに酒の相手をして
くれるビションフリーゼのシュウ」
久保デンタルクリニック

久保達也先生

▲「ココア (♀)10 歳。
ダイエットに成功し現在 1.8kg。
りんごとマンゴーが大好物。」
ホワイト歯科

森康仙先生

▲ドーベルマンのルイ (茶色♂) とスカル (黒色
♀)。 ２頭は息子のボディーガード！帰りの遅
い技工士のお父さんに代わっていつも家族を
守ってくれてます ( 笑 )」 アールワン 大成洋平様

▲「ルンバと闘うボストンテリア
のボタンくん！！」
神戸小林歯科 中川敬史先生

▲「すっかり野生を失ったスコ
ティッシュフォールドのつくねさん。
どこでも寝ます （笑）」
クインテッセンス出版 QDT 編集部

▲「ボール遊びが大好きなキャ
バリアプードルのクイール。」
なかやま歯科

中山隆司先生

▲「ひなたぼっこが好きな、
柴犬のリキ」
カツベ歯科クリニック
勝部義明先生

若林茂樹様

▲「今年イグノーベル賞を受賞した
フランスの科学者が発表した
『猫は固
体か液体か』という論文が話題とな
りました。
お気に入りの爪研ぎ桶で眠るよう太
君。 どうやら液体のようです。」
奈良デンタルタイコニウム

泉慶亮様

▲「甘えん坊のしろ (♂) と丸っこい
まる (♀) は、うちのきゃわわ過ぎる
ニャンズです。
私を自動餌やり機だと思っているよ
うですが、 これからも全力で尽く
させていただきます。」
株式会社ファインシステム

合田京子様

▲「トイプードルの『くう』(♀)3 歳
は、私が家に帰ると異常な位はしゃ
ぎ、顔を舐め回してきます。こんな
にも私の事を『損得抜き』で愛して
くれるのは彼女だけです。 あれ…
なんでだろう、…なんで涙が｡｡｡」
株式会社 LAZARUS

村田彰弘

『休載のお知らせ』

頂く事になりました。理由はシンプルに「ネタ切れ」です。

これまでは何とか自分を騙し騙し、様々な作品をパクリパクリやってきまし

お届けします。
一読ください。

富樫明生（m.c.A.T）でもなく、もちろん冨樫義博（HUNTER×HUNTER）
の事です。

今後はしばらく自分探しの旅に出て（引退後の中田英寿ばりに）、世界情勢

や未来の歯科業界について、そして沢尻エリカと田代まさしと坂口杏里の今
後の人生なんかをゆっくり考えてきたいと思います。

新人技工士 「らざろクン」の
不幸の根源は、 御先祖様で
ある 「らざ郎」が、 村中の
お地蔵さんを叩き割った罪を
背負っているからだという事
は、 らざろクンは知る由もな
い。

イル」でやっていこうと思います。冨樫と言っても、冨樫源次（魁 !! 男塾）でも、

男女が出会うということはな
かなか出来なかった時代なの
である。

『告知』

しかしある日らざ郎は、 と
あるアイデアを思いついたので
ある。

かえったのである。 「顔を合
わせなくても意思疎通が図
れる」というシステムは、 恋
愛に奥手だった当時の若者達
の心を強く掴んだ。
中には自作のハンコをたくさん
作りそれを押印することによ
り、 より迅速なやり取りで
気持ちを表す猛者なんかも
現れた。 ここだけの話、 淫靡
なハンコも多かったので、 若者
達はそのハンコを 『裸印 （らい
ん）』と名付けた。

そして結局出獄することな
く、 牢獄で破傷風に侵され、
らざ郎は 年という短い生涯
を終えることとなった。
らざ郎が晩年、 獄中で詠ん
だと言われる辞世の句が以下
のものである。

『転生し まだ見ぬ君を 想ふ
度 溢るゝばかりの 吾が胸の
内』
（訳 ・生まれ変わったら出会
うであろう、 まだ見ぬ恋人の
君を思う度に、 溢れんばか
りの思いが僕の胸を締め付け
るよ）

がいちばん！」なんて、皆めっちゃ考えてる、
、
、

が軽くつまんでつぶれそうなくらい熟れたのが

たころにあまーいデザートになっているんだか

そして、らざ郎の考案した 『茶
筒戸 （ちゃっと）』と 『裸印 （ら
』や
いん）』は、 『
『
』『
スタ
ンプ』へと形を変え、 カジュ
アルな感情伝達手段として現
在に引き継がれる事となっ
た。らざ郎の願い通り、 現
在若者達はデジタルツールを
もって気軽に出会い、 恋愛を
楽しむ時代になったのである。

くなってきた 32 歳です。個人年金や貯金、そし

ただその陰には、 らざ郎のよ
うな幕末の志士達の、 命を
賭けた戦いの歴史がある事を
絶対に忘れてはならない。

これは、 決して教科書には載
る事の無い （というか載る訳
がない）、 無名の英雄の物語
である。

かげ
さんのお
★ らざ郎
ですね
だったん

◀

さてその 「らざ郎」とは、 幕
末の世に生きた長州藩の下級
藩士である。 武士といえども
下級藩士ではその仕事だけで
食べて行くことは出来なかっ
たので、 らざ郎は 「入れ歯
師 （現在の歯科技工士）」と
して普段は生計を立てていた
のである。

しかしこのような状況を、 お
上が黙っているはずが無かっ
た。
年 月
ある日 （
日）、 茶筒戸に新撰組が押し
入り、 らざ郎は風紀を乱し
たという罪で捕らえられ牢獄
に入れられてしまったのであ
る。

学生時代の友達と女子会をするとお金の話が多

時代は流れ 「令和」になり、
デジタル社会は人々の生活を
彩り、 そして便利なものに変
えた。

大阪府大阪市中央区本町 2-3-4
アソルティ本町 7F

好みにもよりますが私は、村田さん( 弊社代表 )
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06-6266-3500 FAX 06-6266-3501
MAIL info@lab-lazarus.com
HP http://www.lab-lazarus.com

オススメですね。安いときに買っておいて忘れ

ら、最高のセルフ棚ぼたです。

!!

更

LAZARUS

さて、時間をかけるとオイシクなるのは
金だけじゃなく、柿もで す ！ そ の 上 、
熟れたらスプーンで食べられます！楽！
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断面が＊可愛い♪何と言っても手があまり
←
汚れないし、まな板いらないのが最高です。

※当たり前ですが、登場人物・ストーリーはフィクションです

て投資の話…。
「時間をかけて長期的に増やすの
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気力も無くなり、休載する事になりまし
たが、遂に体力の限界・・・！！

3
悦 ばせる方法
25

会う日まで。

「そうだ！ 使っていない茶室
を、 戸で二つに区切り、 そ
れぞれの部屋に男女が別れて
入るような部屋を作ろう。
そして仕切りの戸に、 茶筒が
ギリギリ通せる穴を開けるん
だ。 その茶筒に、 お互いの気
持ちを書いた手紙を入れて渡
し合い、 顔を見ずとも迅速
な意思疎通が出来るようにし
よう。 そしてその茶室の名前
を、 『茶筒を通す戸』という
事で 『茶筒戸 （ちゃっと）』
と名付けよう。」

これが世に言う、
茶筒戸の変」である。
「９

9

決して、さよならだけどさよならではありません（by やまかつ wink）。また
元来アイデアマンだったらざ
郎の思惑は大当たりし、 『茶
筒戸』は若者達で連日溢れ

11

これからは、気が向いた時だけ不定期連載するという、いわゆる「冨樫スタ
そんならざ郎には大きな悩み
があった。 それは、 子孫の
らざろクンと同じく 「全然恋
人が出来ない」ということで
ある。 出会いもなくひたす
ら入れ歯を作る毎日。
江戸時代は現在とは違い、
らざ郎に限らずカジュアルに
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新中で
す♪
ホームページに
リンクがございます！
◀
こちらのレポートは、医療従事者への情報提供を目的としております。
ぜひぜひフォローして
くださいませ♡

TEL

〒541-0053

ラ ザ ロ

株 式 会 社

た（引退表明時の千代の富士ばりに）。

第 14 話 「革命」

次回から、技工所開業までの過程や経験談を描いた、
前人未到・抱腹絶倒・全米が泣いた爆裂コラム
「～開業奮闘記～誰が興味あるねん！！」を連載開始予定
です。 尾田栄一郎先生の作品が読めるのは「週刊少年
ジャンプ」だけですが、八治虫先生の作品が読めるの
は「ラザロレポート」だけ！！
.
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皆さんこんにちは、「DT らざろクン」作者の八治虫です。全国２～３人のら
ざろクンファンの方には大変申し訳ありませんが、今回をもって休載させて

大人気連載！！ ～新人技工士らざろクンの臨床奮闘記～

デザイナー野元

