
第1回 インプラント・CAD/CAMミーティング

主催：クインテッセンス出版株式会社 ／ 協力：株式会社モリタ

座長：宮崎 隆
（Miyazaki, Takashi）

山﨑長郎
（Yamazaki, Masao）

勝山英明
（Katsuyama, Hideaki）

石川知弘
（Ishikawa, Tomohiro）

十河厚志
（Sogo, Atsushi）

田中譲治
（デンツプライ三金）

高橋恭久
（アストラテック）

小森規雄
（東京歯科産業）

春日井昇平
（山八歯材工業）

石川高行
（ケンテック）

中川孝男
（モリタ）

小川洋一
（BIOMET 3i）

小笠原久明
（日本正則歯科医療学会）

水上哲也
（日本メディカルマテリアル）

石本光則
（白鵬）

小濱忠一
（ノーベル・

バイオケア・ジャパン）

椎貝達夫
（インプラテックス）

皆川 仁
（アルタデント）

中村昇司
（バイコンジャパン）

鳥羽修平
（OSSTEM JAPAN）

菅井敏郎
（カイマンデンタル）

基調講演座長・演者

メーカー講演1：インプラント（講演順）

山下恒彦
（ストローマン・ジャパン）

相原英信
（アルタデント）

植松厚夫
（スリーエムヘルスケア）

市岡千春
（BIOMET 3i）

野林勝司
（白鵬）

メーカー講演2：CAD/CAM（講演順）

増田長次郎
（ノリタケデンタルサプライ

&モリタ）

木村健二
（デンツプライ三金）

日髙豊彦
（ノーベル・バイオケア・ジャパン）

草間幸夫
（シロナデンタルシステムズ&モリタ）

林 美穂
（日本メディカルマテリアル）

飯島俊一
（大信貿易）
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時間割

①歯科用CAD/CAM最前線
（14：30～15：15）

山下恒彦
（ストローマン・ジャパン）

②CAD/CAM技術を応用したインプラント
上部構造の破折リスクの回避
（15：15～16：00）

飯島俊一
（大信貿易）

③臨床におけるデジタルマルチプラットフォーム化と
その将来性

（16：00～16：45）
増田長次郎

（ノリタケデンタルサプライ&モリタ）

AホールAホールAホール

A・B連結大ホールA・B連結大ホールA・B連結大ホール

BホールBホールBホール AホールAホールAホール（インプラント） BホールBホールBホール（CAD/CAM）

挨拶

ブレイク

テーブルクリニック・展示
株式会社ジーシー、デンツプライ三金株式会社

株式会社白鵬、株式会社モリタ
（13：00～17：00）

企業展示
（13：00～17：00）

テーブルクリニック
・展示

基調講演①
複雑なインプラント症例の外科─補綴の連携治療

山﨑長郎
（9：00～9：45）

基調講演②
コンピュータ支援インプラント治療：我々の方向性は？ 

勝山英明
（9：45～10：30）

基調講演③
インプラント治療におけるCT・CAD/CAM技術の応用

石川知弘
（10：45～11：30）

基調講演④
歯科技工とDigital Dentistry

十河厚志
（11：30～12：15）

（座長：宮崎隆）　パネルディスカッション
（12：15～12：45）
山﨑、勝山、石川、十河

①Tissue Care Conceptを利用したMIインプラント治療
（14：30～15：00）

田中譲治
（デンツプライ三金）

②インプラントデザインと生体力学
（15：00～15：30）

高橋恭久
（アストラテック）

③エンドポアインプラントの変遷
（15：30～16：00）

小森規雄
（東京歯科産業）

④ミューワンHAインプラント：簡便で良好な予後
（16：00～16：30）
春日井昇平

（山八歯材工業）

ブレイク

テーブルクリニック・展示
株式会社ジーシー、デンツプライ三金株式会社

株式会社白鵬、株式会社モリタ
（9：00～16：30）

企業展示
（9：00～16：30）

ランチタイム
（13：00～14：30）

ブレイク

④カムログガイドシステムの臨床応用
（9：00～9：45）
相原英信

（アルタデント）

⑤CAD/CAMを用いたPOI-EXの
臨床と考察

（9：45～10：30）
林 美穂

（日本メディカルマテリアル）

⑦CEREC meets Implantの
治療が見える

（11：30～12：15）
草間幸夫

（シロナデンタルシステムズ＆モリタ）

⑧インプラント技工の変遷と
CAD/CAMスターゲイトシステム

（13：45～14：30）
野林勝司
（白鵬）

⑨審美的インプラント修復のための
ソリューション 

（14：30～15：15）
日髙豊彦

（ノーベル・バイオケア・ジャパン）

⑩CAD/CAMとインプラントは
最高の組み合わせ 
（15：30～16：15）

木村健二
（デンツプライ三金）

⑤インプラント辺縁骨の吸収を予防する埋入術式
（9：00～9：30）
石川高行

（ケンテック）

⑥新世代のPRFを用いたインプラント治療
（9：30～10：00）

中川孝男
（モリタ）

⑧１回法オガ・インプラントの臨床
（10：45～11：15）

小笠原久明
（日本正則歯科医療学会）

⑨審美性を考慮した重度歯周病患者の治療戦略
（11：15～11：45）

水上哲也
（日本メディカルマテリアル）

⑩ＨＡインプラントの予知性の高さを検証する 
（11：45～12：15）

石本光則
（白鵬）

⑭BICON Implant におけるCEREC Systemの応用
（15：30～16：00）

中村昇司
（バイコン・ジャパン）　

⑮オステムインプラントシステムの臨床応用
（16：00～16：30）

鳥羽修平
（OSSTEM JAPAN）

⑯バイオホライゾンズ・インプラントと
CAD/CAMサージガイドを用いた安全な低侵襲治療

（16：30～17：00）
菅井敏郎

（カイマンデンタル）

⑪Nobel Activeインプラントの臨床的優位性
（13：45～14：15）

小濱忠一
（ノーベル・バイオケア・ジャパン）

⑫Tapered Screw-VentとZimmer One-place
インプラントのCAD/CAMの応用
（14：15～14：45）

椎貝達夫
（インプラテックス）

⑬Epoch-making̶新時代の幕開け̶
（14：45～15：15）

皆川 仁
（アルタデント）

AホールAホールAホール（インプラント）

ハーバーラウンジハーバーラウンジ
懇親会懇親会
ハーバーラウンジ
懇親会（有料：17：30～20：00）

BホールBホールBホール（CAD/CAM）

クインテッセンス出版論文奨励賞授与式
（12：45～）
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11月12日（土） 11月13日（日）

⑥インプラント治療における
Encode®インプレッションシステム

（10：45～11：30）
市岡千春

（BIOMET 3i）

⑪咬合から考えられた
ジルコニアフレーム形態 
（16：15～17：00）

植松厚夫
（スリーエムヘルスケア）

⑦コンピュータ支援外科の臨床的考察
（10：00～10：30）

小川洋一
（BIOMET 3i）

ランチタイム
（12：15～13：45）

11月12日（土）、13日（日）開催



参加募集要項
第１回 インプラント・CAD/CAMミーティング

　参加募集要項　　下記要項をご確認の上、お早めにお申し込みください。

参加登録料および懇親会費用一覧（消費税込）

早期割引　2
（2011年10月31日まで）

2011年11月12日（土）
17：30～20：00

ハーバーラウンジでの
懇親会費用

2011年11月1日以降
および当日

参加者職種

＊ 学生でのお申し込みの際は、合わせて学生証のコピーをご送付ください。
お納めいただいた参加登録料のご返金はいたしかねます。ご了承ください。

①お申込書に必要事項をご記入の上、郵送又はFAXにて事務局までご送付ください。
②お申込の期間内に、参加登録料のお支払いをお願いいたします。
以上で、ご登録手続きが完了となります。手続きが完了しましたら、参加登録証・領収証等を郵送にてお送りいたします。

■ 参加登録料のお支払方法
 ・ 現金書留　事務局宛にご郵送ください
 ・ 銀行振込
 　三菱東京UFJ銀行　本郷支店（店番351）
 　普通預金　0073301
 　口座名義：クインテッセンスシュッパン（カ
 ・ クレジットカード（VISA、Master、ダイナース、JCB、AMEX）
※当日はクレジットカードのお取り扱いはできませんのでご注意ください。
（現金のみ）

■ 登録に関するお問合せ・お申込み先
 インプラント・CAD/CAMミーティング 事務局
 　〒113-0033　東京都文京区本郷3丁目2番6号
 　クイントハウスビル7階　クインテッセンス出版（株）内
 　TEL:03-5842-2270　FAX：03-5800-7597

■ 講演等、内容に関するお問い合わせ先
 ・ Quintessence DENTAL Implantology　編集部
 TEL．03-5842-2276　FAX．03-5800-7594
 ・ QDT Art&Practice　編集部
 TEL．03-5842-2277　FAX．03-5800-7594

■ 会場
パシフィコ横浜（アネックスホール）
　〒220-0012
　神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1番1号
　　TEL．045-221-2155（総合案内）
　　TEL．045-221-2166（交通案内）
　　ホームページURL　 http://www.pacifico.co.jp
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アネックスホール

　2011年11月12日（土）、13日（日）の２日間、神奈川県のパシフィコ横浜（アネックスホール）にて「第１回 インプラント・CAD/CAM

ミーティング」が開催されます。小社では、2002年以来10年間にわたって「インプラント YEAR BOOK」を刊行、そして2011年には「CAD/CAM

YEAR BOOK」を創刊し、歯科界の二大最新技術の潮流をお知らせする役割を果たしてまいりました。

　そこでこの度、「二大最新技術の潮流を講演でも聴いてみたい」という読者の皆様の声を受け、この２誌で培わせていただいたノウハウを

生かし、本会を開催させていただく運びとなりました。多くの皆様のご参加をお待ちいたしております。

　お申し込み方法 　 ―――ホームページ（Quint Dental Gate）からのお申し込みも可能です。（http://www.quint-j.co.jp/）――――

参加登録申込書
The First Implant and CAD/CAM Meeting in Yokohama 2011

第1回　インプラント・CAD/CAM  ミーティング（於：パシフィコ横浜・アネックスホール）参加登録申込書

①　募集要項に従って必要事項を全てご記入のうえ、郵送又はFAXで事務局までご送付ください。
　　学生のお申し込みの際は、合わせて学生証のコピーを郵送又はＦＡＸでご送付ください。

②  以下からお支払方法をご選択いただきまして、期限内にお支払をお願いいたします。（入金予定日等も必ずご記入ください）
　※　お納めいただいた参加登録料のご返金はいたしかねます。ご了承ください。

※　ご記入いただいた個人情報は、弊社の新刊案内、講演会等の案内に利用させていただきます。
〒113-0033　東京都文京区本郷3丁目2番6号　クイントハウスビル７階　クインテッセンス出版（株）内

　第1回 インプラント・CAD/CAM ミーティング　事務局
TEL：03-5842-2270　FAX：03-5800-7597

ご参加登録の手続きは、① お申込書のご送付 ② 参加登録料のお支払、以上 2点が確認できたうえで、完了となります。
手続きが完了しましたら、参加登録証等を郵送にてお送りいたします。

上記 2点の手続きを踏まれたにも関わらず参加登録証等が届かない場合は、お手数ですが事務局までご連絡ください。

参加者氏名

送付先住所　〒　　　　　　　－

（マンション・建物名・部屋番号をお書きください。　送付先がご自宅以外の場合は、医院名・ラボ名等もお書きください。）

□　現金書留：　　　月　　　日　発送予定 
  　　　
□　銀行振込：　　　月　　　日　　　　　　　　銀行　　　　　　　　支店より振込予定　（名義（カタカナ）：　      　　　　　　　　　　）

□　クレジットカード：　□　VISA　□　Master　□　ダイナースクラブ　□　JCB　□　AMEX

　　カードナンバー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　有効期限：　　　　月／　　　　　年

　　所有者名（ローマ字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　 
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￥

￥

￥
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￥

職種 懇親会
（どちらかを囲んで下さい。）

人数 参加登録料
＋懇親会費姓 名 せい めい

ふりがな

ご連絡先FAX番号　（　　　　　　）　　　　　　―

携帯電話番号　　　　　　　―　　　　　　　　―

e-mailアドレス

領収証宛名

ご連絡先電話番号　（　　　　　　）　　　　　　―

雑誌定期購読者

24,000円

20,000円

10,000円

26,000円

22,000円

10,000円

28,000円

24,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

歯科医師、メーカー

歯科技工士、
歯科衛生士・助手

学生

一般

＊ 早期割引　1 は8月31日をもって終了いたしました。

＊ 駐車場のご用意はございません。

11月12日（土）、13日（日）開催


