
【略歴】

稲葉歯科医院 顧問

演者 プロフィール

1964年 日本歯科大学卒業
1968年 日本歯科大学大学院終了
1969年 日本歯科大学歯学部補綴学教室講師
1972年 日本歯科大学歯学部補綴学教室助教授
1978年 ドイツチュービンゲン大学留学
 E.Koerber教授の元で客員教授
1992年 日本歯科大学歯学部高齢者歯科学教授
1999年 日本歯科大学歯学部補綴学第3講座教授
現　 在 IPSG包括歯科医療研究会代表

稲葉　繁　先生

KaVoシステムを応用した究極の総義歯
～難症例への対応～

東京国際フォーラム ホールB7 左側

稲葉　繁 先生 脇本　貢 先生

ランチョンセミナー・テーブルクリニックのご案内

6月12日日 12：10～13：00

会　場

日　時

演　題

演　者 座　長

【略歴】

演者 プロフィール

1971年 日本大学歯学部　卒業
1984年 東京都中央区　開業

咬合の出発点・中心位  

東京国際フォーラム B2F ホールE テーブル7

カボデンタルシステムズジャパン共催

小嶋　壽 先生

6月12日日 13：30～14：40

会　場

日　時

演　題

演　者

【所属】
・日本歯内療法学会　理事
・日本歯科医療管理学会　理事
・アメリカ歯内療法学会　アクティブメンバー
・日本歯内療法学会　指導医
・日本顎咬合学会　評議員
・日本顎咬合学会　指導医
・CRMD　専任講師

小嶋歯科クリニック 院長

小嶋　壽　先生

セッション5

（旧展示ホール）

『カボデンタル賞』 1名

カボデンタル賞
のご案内

※ランチョンセミナーのチケットは6月12日日（当日）9：00amよりカボ
ブース（No12-1）にて配布いたします。チケットはなくなり次第終了と
させていただきますので、お早めにカボブースへお越しください。

ランチョンセミナー テーブルクリニック

卒後10年程度の若手歯科医師で「咬合」が含まれたポスター発表の中から
最優秀発表者1名にカボデンタル賞が贈られます。

副賞：KaVo プロター evo7（半調節性咬合器）
KaVo アルクスフェイスボウ

東京国際フォーラム会　場

日　程

東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

新・顎咬合学が創る健口長寿

第34回  日本顎咬合学会学術大会・総会

2016年6月11日土・12日日

日本顎咬合学会学術大会・総会
第34回

※当学術大会・総会への入場は、日本顎咬合学会会員に限られています。会員登録につきましては、直接事務局へお問い合わせください。



※選任製造販売業者：AJMD株式会社
外国指定管理医療機器製造等事業者：サイキャン社（カナダ）

院内感染予防に！

カボ デンタル システムズ ジャパン展示ブースのご案内  

歯科技工室設置型コンピューター支援設計･製造ユニット
一般医療機器
医療機器届出番号：27B1X00039000064

ARCUSdigma Ⅱ

アルクス ディグマ Ⅱ

下顎運動の計測・分析は、
想像を超えた領域へ。

歯科用咬合器
一般医療機器
医療機器届出番号:27B1X00039000013

プロター evo 7

PROTAR evo 7

精度の高いスプリットキャスト
システム咬合器

ARCTICAが歯科診療に
イノベーションをお届けします。

歯科用下顎運動測定器
管理医療機器・特定保守管理医療機器
医療機器認証番号:222AIBZX00026000 

新たなイメージングテクノロジーにより、
2Dと3D画像はより鮮明に

アーム型X線CT診断装置
管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器
医療機器認証番号：226AIBZX00015000

カボ3D プラス

最大4本のインスツルメントを
同時に注油・洗浄できる
自動ケアシステム

QUATTROcare
PLUS 2124A

滅菌時間 約10分！
感染予防対策のスタートに！

小型包装品用高圧蒸気滅菌器
特定保守管理医療機器
医療機器認証番号:222AABZI00071000

ステイティム900J

STATIM 900J

スライド部分までオールセラミックの
パッシブセルフライゲーションブラケット

Damon Clear

位置決めが容易で歯面に
しっかりとフィットする、ワンピース構造の
ロープロファイルバッカルチューブ

医療機器認証番号:2225ADBZX00010000

Accent Mini
医療機器認証番号:
224ADBZX00224000

デイモン クリア

アクセント ミニ

写真にはオプションが含まれています。

高い快適性と実用性
ESTETICA E70T Vision

アークティカ CAD/CAMシステム 

ブース番号 No.12-1
パノラマ1枚未満の線量で3D撮影を実現。

第34回  日本顎咬合学会学術大会・総会

SonicFill2

ソニックフィル2　
管理医療機器
特定保守管理医療機器
歯科用空気駆動式ハンドピース
医療機器承認番号:22500BZX00518000
ソニックフィル レジン2
管理医療機器
歯科充填用コンポジットレジン
医療機器認証番号：227ADBZX00138000

音波振動を使用した新しい
バルクフィルシステム

Herculite Ultra Flow

歯科充填用コンポジットレジン
管理医療機器
医療機器認証番号：
226ADBZX00176000

ナノ・ハイブリッド フロアブルレジン

歯科合着用グラスポリアル
ケノエート系レジンセメント
管理医療機器
医療機器認証番号：
226ADBZX00016000

レジン強化型グラスアイオノマーセメント

フロアブルレジンに求められる
流動性と賦形性相反するニーズへ対応

Nexus RMGI

チェアサイドの診療スタイルを変える
オートミックスタイプ
常に安定した物性で診療を

ネクサス RMGIセメント

http://www.kavo.jp

東京本社● 〒140-0001  東 京都品川区北品川 4-7-35  Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481
大阪本社● 〒541-0043  大 阪市中央区高麗橋 4 - 5 - 2  Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451
札幌支店● Tel:011-716-4694 Fax : 011-716-4692 ・ 仙台支店● Tel:022-772-7375 Fax : 022-772-7376
名古屋支店● Tel:052-238-1146 Fax : 052-238-1567 ・ 福岡支店● Tel:092-441-4516 Fax : 092-472-1844

ハーキュライト ウルトラフロー

お子様にも快適な
キッズエディション 新登場!!

マスタートルクミニLUX M8700 LK
キッズエディション

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器・特定保守管理医療機器
医療機器認証番号：225AIBZX00056000

マスタートルク

MASTERmatic
LUX M25L /M05L mini
（5倍速コントラアングル）

より安全で優れたアクセス性を実現

一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器・特定保守管理医療機器
医療機器認証番号：227AIBZX00026000

マスターマティック

プレパレーション力を高める

MASTERtorque mini
LUX M8700 L
（ミニチュアヘッドタービン）

-43%-20%

エステチカ E70/80 ビジョン
歯科用ユニット
管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器
医療機器認証番号:227AIBZX00036000


