第17回 モリタ歯科技工フォーラム

Dental Technicians’ Forum 2019 Tokyo
イベント概要
日

時

会

場

2019 年 2 月2 日（土）受付時間 9:00 〜 15:30

※受付開始時刻は状況により変更する場合がございます。

御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター
（東京メトロ新御茶ノ水駅直結） 東京都千代田区神田駿河台 4-6

参加募集
参加費用

申込方法

300 名

※定員になり次第締め切らせて頂きます。

ネット申込が
おトクです

ネット申込割引価格

FAX 申込価格

8,640円（税込）

9,720円（税込）

※昼食代を含みます。

以下 2 種類のいずれかの方法にてお申込みください。
①ホームページからのお申込み。www.dental-plaza.com
②下記参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込み。FAX:03-3834-4076

※参加証は開催日約 2 週間前に送付いたします。
※セミナー受付確認の返送が、お申込み後、数日内（特別休暇を除く）に届かない際は、
ご連絡ください。
※お電話での申込みは受付しておりません。FAXまたは WEBよりお申込みください。

申込期限

申込期限は 1 月28 日 ( 月)となります。
※事前参加申込みのみとなります。当日の申込み受け付けは行いません。予めご了承ください。

注意事項

※後日、参加費お支払いのご案内をお送りいたします。案内到着後、記載の期日内にお振込みください。
開催日当日まで、2 週間未満のお申込みの場合は速やかにご入金ください。参加費の入金完了をもちまして正式な受付完了といたします。
※ 1 月24 日（木）以降のキャンセルによるご返金はいたしかねますので、予めご了承ください。
※当日、製品販売は行いません。予めご了承ください。
※参加証は当日忘れずにご持参ください。お持ちでない場合、入場できないこともありますので予めご了承ください。

お問い
合せ

歯科技工フォーラム東京事務局
東京都台東区上野2-11-15 TEL03-3834-6164

FAX03-3834-4076

受付時間 9 時〜 17 時
（土曜・日曜・祝日除く）

Dental
Technicians’
Forum
2019 Tokyo
未 来 の 自 分 へ 、 い ざ ス ス メ 。

第17回 モリタ歯科技工フォーラム

Dental Technicians’ Forum 2019 Tokyo
参加申込書

（必ず事前に申込みください。当日の申込受付は行なっておりません。）

技工所/歯科医院

名
当日の
緊急連絡先
TEL

ご案内の送付先

□ 医院
□ 技工所
□ ご自宅

〒

※該当する箇所に必ず

※日 中ご連 絡 が 可 能 な 電話番号を必ずご記入ください。

TEL

印をお願いします。

F AX

※ビル階数・マンション名・部屋番号までご記入ください。 ※後日、受付確認書を送付いたします。なお、受付確認書が数日内（特別休暇を除く）
に届かない際はご連絡ください。

1

（代表者）

参加者氏名

2
3

（フリガナ）

4

お名前

（フリガナ）

5

お名前

（フリガナ）

6

お名前

（フリガナ）

お名前

（フリガナ）

お名前

（フリガナ）

お名前
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お出入りのディーラー名

2019 年 2 月2 日（土）
支店
営業所

TEL

※イベント概要にご注意ください

※ご記入いただいたお申込み情報は、
モリタ個人情報収集方針に準じ厳密に取り扱いいたします。
PUB No.M299.2672.1.000.1711.16,000L.SU/ST

FAX 03-3834-4076

御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター

※お手数ですが、
この用紙をコピーして頂くか、
ホームページよりお申込みください。

10:00 〜

14:15 〜
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The key point of value control is Staining!

2019年歯科技工登竜門NEXT STAGE
入賞者プレゼンテーション

有限会社 KNデンタルラボラトリー

現在多種多様の CAD/CAMがあり、多くのデジタル情報が飛び交ってい
る。その中でそれらを整理しどの様に臨床に取り入れ使用するか。またク

30分

ラウンやインプラントの補綴物だけでなく、デンチャーも現在どこまで進
ん で い る か？今 回 オ ー プ ン C A M を 利 用 し て の 補 綴 物 、そ し て

子安 直哉 小野寺歯科

テクニシャン発掘プロジェクト

中島 清史 先生

6０分

これからのCAD/CAM技工とは

CAD/CAM だけでは難しいアナログとの融合も含めたお話をさせて頂

近年、審美修復は歯科技工士の技術によって大きな進歩を遂げている。

きたい。

それをサポートするマテリアルも同様に進歩していると考える。今回の

・オープンCAMソフトとは ・デンチャーソフトの利用方法

歯科技工登竜門では色調再現のキーポイントとなる明度コントロール

・ CAD/CAMデンチャーの今現在・口腔内スキャナからのデジタル技工

にスポットをあてチャレンジした。クラレノリタケデンタル ( 株 )より新たに

・ノリタケCZR の歯肉色陶材を使用したインプラント上部構造

発売された FC ペーストステインを用いる事で、従来のアプローチ法と
は異なった、新しい明度コントロールが可能となった。私なりに新たな手

ら厳選な審査を行った結果、
【 優秀賞】1 名が選出されました。

法の検証結果と、臨床応用した症例を紹介したい。

15:30 〜

2019 年歯科技工登竜門はプレゼンテーションです。多くの応募の中か

崔 文植 先生

6０分

審美補綴物の材料の選択ガイド

チェ・ム ン シ ク

WITH DENTAL CLINIC

近年 CAD/CAM の普及率の増加とともに材料の種類や補綴物の製作
方法が多様になっている。これによって様々な材料の知識や扱い方を覚
えなければならない難しい環境になっているが、少し経験を重ねていけ

11:00 〜

〜Digital Dentistry Now and Then〜
アナログ×デジタルで繋がる
歯科医師・歯科技工士の働き方改革

90分

ば、形成の少ないケースや支台歯の変色が激しいケースなど以前の材

北道 敏行 先生

料だと製作が困難だったケースの製作が出来るようになった。このレク

きたみち歯科

チャーでは、臨床ケースを通じてクラレノリタケデンタル株式会社の材
料の選択と製作方法について述べたい。

歯科臨床のデジタル化が今後ますます進展していくことは明らかであ

・ 透過性と強度を考えたコーピング選択方法

る。口腔内スキャナーに代表される光学印象技術を使用した技術革新

・ 形成が少なくて変色が激しいケースのマスキング方法

はめまぐるしく、進化を遂げている。我々、歯科医師・歯科技工士にとって

・ノリタケ CZRを使用した築盛方法

は大変な恩恵を授かっている。しかし、忘れてはならないのは、デジタル

・ノリタケ UTML&STMLを用いたフルジルコニアのステイン方法

技術は従来のアナログ手法の上に成り立つものであり、デジタル技術単
独では決して臨床の成功は成し得ないものであるということである。言

展示コーナー

い換えるなら、今日の口腔内スキャナーによるデジタル技術は、ケーキ
の上にトッピングで飾られる、生クリームのようなものといえるのではな
いだろうか。基礎生地であるアナログ手法・技法が確実の基本を押さえ
られてこそ、口腔内スキャナー・模型スキャナーのデジタル技法が映える

瓜生田 達也 先生
SHAFT

Digital Dentistry

コンピューターを応用したDigital Dentistry商品から小器械新製品を取り揃えております。

CAD/CAM 関連

ものであると考え、日々の臨床を行っている。今回は当医院で歯科医師
と歯科技工士が日頃の臨床で注意すべきこと、または情報を共有するポ
イントについて実際の症例を交えてお話しする。

セレックAC
オムニカム

inLab MCX5

カタナ®
デンタルスキャナー E1

歯科用 CAD/CAM マシン

DWX-52D

カタナ®
3Dプリンター DWS-020D

TRIOS3 オーラルスキャナ

小器械関連

13:15 〜

世界一流のモノづくり論

6０分

理論や計算では絶対にたどり着けない価値を創造するのは、日本古来の
匠の思考。時間を超えて価値を持ち続けるモノづくりは日本人が得意と

水野 和敏 先生
元 NISSAN R35GT-R
プロジェクト総責任者

HAITEC Japan 代表取締役 COO

してきたものである。顧客にとって「真の価値」とは何なのか。それを商
品として具現化するためには、何を考え、何を実践すべきか。世界初のマ
ルチパフォーマンス・スーパーカー日産 GT‐R を創った男が、世界一流の
モノづくり論を語ります。
マイクロスコープ

マイクロスコープ

セラフュージョン
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PRESS

販売名
販売名
販売名
販売名
販売名
販売名
販売名
販売名
販売名
販売名

LED 重合器
αライトV

バキュームミキサー

VM115

モデルトリマー MT10
ダイヤトリマー MT10D

セレックAC オムニカム クラス分類 クラスⅡ 管理医療機器 / 特定保守管理機器 医療機器承認番号 22500BZI00005000 一般的名称 チェアーサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 製造販売 デンツプライ シロナ株式会社
inLab MCX5 クラス分類 クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10118000026 一般的名称 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 製造販売 デンツプライ シロナ株式会社
カタナデンタルスキャナー E1 クラス分類 クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号 15B1X10001290010 一般的名称 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
歯科用 CAD/CAM マシン DWX-52D クラス分類 クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号 22B3X10006000023 一般的名称 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
カタナ 3Dプリンター DWS-020D クラス分類 クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号 15B1X10001360001 一般的名称 歯科用樹脂系模型材 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
TRIOS 3 オーラルスキャナ クラス分類 クラスⅡ 管理医療機器 / 特定保守管理機器 医療機器承認番号 22800BZI00042000 一般的名称 デジタル印象採得装置（歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット） 製造販売 デンツプライ シロナ株式会社
セラフュージョンPRESS クラス分類 クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号 25B2X10003000010 一般的名称 歯科技工用セラミックス加熱加圧成形器 製造販売 SKメディカル電子株式会社
アルファライトV クラス分類 クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号 11B2X00071000027 一般的名称 歯科技工用重合装置 製造販売 株式会社モリタ東京製作所
バキュームミキサー VM115 クラス分類 クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号 11B2X00071000034 一般的名称 歯科技工用真空攪拌器 製造販売 株式会社モリタ東京製作所
ダイヤトリマー MT10D/ モデルトリマー MT10 クラス分類 クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号 11B2X00071000036 一般的名称 歯科技工用トリマ 製造販売 株式会社モリタ東京製作所

