
堀 聖尚 先生 荒川 啓 先生 梅原 一浩 先生 岡田 豊一 先生

北海道大学歯学部卒

日本顎咬合学会認定医

日本顎咬合学会 北海道支部理事

日本口腔インプラント学会 会員

北海道形成歯科研究会 理事

東京SJCD 会員

北海道SJCD 理事

北海道ご開業 にこにこ歯科

日本大学松戸歯学部卒

日本顎咬合学会 認定医

P.G.I Club 公認インストラクター
ICOI 認定医
OJ メンバー
AO メンバー
5-D Japan Study Club メンバー
神奈川県ご開業 荒川歯科医院

東京歯科大学 クラウンブリッジ

補綴学講座非常勤講師

慶應大学医学部

歯科・口腔外科学教室非常勤講師

日本口腔インプラント学会 専門医

日本歯周病学会 専門医

日本補綴歯科学会 専門医

ITI Fellow

青森県ご開業 梅原歯科医院

愛知学院大学歯学部卒

日本歯周病学会 歯周病専門医

日本臨床歯周病学会 認定医

OJ 正会員
AAP（アメリカ歯周病学会）会員
JIADS Study Club （JSCO）会員
奈良県ご開業 おかだ歯科医院

金田 隆 先生 三林 栄吾 先生 横関 雅彦 先生 林 一夫 先生

日本大学松戸歯学部卒

アメリカ合衆国ハーバード大学医学部

Massachusetts Eye and Ear
Infirmary / General Hospital 

放射線科研究員

日本歯科放射線学会

歯科放射線指導医

日本大学松戸歯学部

放射線学講座 教授

愛知学院大学歯学部卒

日本成人矯正歯科学会 認定医

日本顎咬合学会 認定医

日本健康医療学会 認定医

日本矯正歯科学会 会員

愛知県ご開業

みつばやし歯科クリニック

北海道大学歯学部卒

東京医科歯科大学大学院修了

東京医科歯科大学非常勤講師

日本矯正歯科学会 指導医 専門医

WFO fellow
神奈川県ご開業

横関矯正歯科クリニック

北海道医療大学歯学部卒業

ミネソタ大学歯学部 客員研究員

ノースカロライナ大学歯学部

客員研究員

日本矯正歯科学会 認定医・指導医

日本顎関節学会 専門医・指導医

北海道医療大学歯学部

口腔構造・機能発育学系

歯科矯正学分野 准教授

2009 年より販売開始をした歯科用CT撮影装置 KaVo 3D eXam はユーザー様の支持を受け、

多くの先生方にご導入いただき、日常臨床のなかで欠かすことのできないツールになっていま

す。

CTをさらにご活用いただくためのユーザー様限定の会合を、日頃の感謝の気持ちを込めて開

催する事になりましたのでお知らせいたします。ユーザーの先生方から、さまざまな症例を交

えながら、CTの活用方法やソフトウェア使用方法のプレゼンテーションを行っていただきます。
本ユーザー会はおかげさまで6回目の開催となりました。過去にご参加いただきました先生

方からは、「大変参考になった」、「明日からの臨床に活用してみたい」などとご好評のお声を寄

せていただいております。

異なる分野での活用方法など新しい情報をお聞きいただくことにより、よりご満足いただける

ようCTに特化したイベントとなっております。ユーザー様同士の情報交換のためにも、是非とも
ご参加くださいますようお願い申し上げます。

第第第第6回回回回 カボカボカボカボ3Dユーザー会ユーザー会ユーザー会ユーザー会 開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ

2014年年年年11月月月月3日（月・祝）日（月・祝）日（月・祝）日（月・祝） 10:00 ～～～～ 17:00

The 6th KaVo 3D User’s Meeting

カボデンタルシステムズジャパン株式会社

東京ショールーム

（ご登壇順）



お名前 ご参加者人数 歯科医師 ＿＿名

歯科医院名

歯科技工士 ＿＿名

歯科衛生士 ＿＿名

ご連絡先

〒

TEL

FAX

E-mail

ご記載いただきました個人情報を含む情報を、弊社からの「ご案内」などの送信・送付データとして使用させていただく場合があります。

下記の項目に必要事項をご記入のうえ

ファクスにてお申し込みください。

第第第第6回回回回 カボカボカボカボ3Dユーザー会ユーザー会ユーザー会ユーザー会 FAX申込書申込書申込書申込書

FAX 03-6866-7481

【お問い合せ】

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー15階
TEL 03-6866-7480 FAX 03-6866-7481
担当 ： 鎌形

The 6th KaVo 3D User’s Meeting

第第第第6回回回回 カボカボカボカボ3Dユーザー会ユーザー会ユーザー会ユーザー会 プログラムプログラムプログラムプログラム

演者都合により変更の場合はご容赦ください。

開催日時

2014年11月3日（月・祝） 10:00 ～ 17:00
ビュッフェスタイルのランチをご用意しております。

ユーザー様同士の情報交換の場にご活用ください。

開催場所

カボデンタルシステムズジャパン株式会社 東京ショールーム

東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー15階
JR品川駅より徒歩10分 無料シャトルバス5分

シャトルバス運行時間は弊社ホームページから http://www.kavo.co.jp/showroom

参加費

弊社CT撮影装置ユーザー様無料 - スタッフの方も是非ご参加ください。

10:00 - 10:40 CT-based Dentistry for Implant Planning and Surgical Guidance 堀 聖尚 先生

10:40 - 11:20 顎関節・咬合治療のデジタル化への応用の可能性 荒川 啓 先生

11:30 - 12:10 補綴領域から考察するCT画像活用 梅原 一浩 先生

12:10 - 12:50 歯周病患者の包括歯科治療における CBCT の役割 岡田 豊一 先生

12:50 - 14:00 昼食

14:00 - 14:40 【特別講演】 基本から学ぶCT画像診断のポイント 金田 隆 先生

14:40 - 15:20 矯正治療で有用なCTデータの活用方法について 三林 栄吾 先生

15:30 - 16:10 CTを応用したインプラント矯正治療について 横関 雅彦 先生

16:10 - 16:50 【特別講演】 最新のデジタルテクノロジーを応用した歯科矯正治療 林 一夫 先生


