
株式会社OSSTEM JAPAN   お問い合わせ　TEL : 03-5714-5955　FAX : 03-5714-5956     http://jp.osstem.com 

FAX : ０３（５７１４）５９５６

お名前

勤務先

ご住所　　〒

参加お申し込み書 Tokyo Convention Hall2015. ４. ５（日） 
本大会 09：00～17：30 ・ パーティ18：00～19：30

電話番号        　　　　     （   　　　　 　      ）

FAX 番号        　　　　     （   　　　　 　      ）

□ 本大会＆パーティ両方参加
□ 本大会のみ参加（09：00～17：30）
□ パーティのみ参加（18：00～19：30）　　

【参加費】本大会：無料 　/ 　パーティ：5,000 円（税込み）

参加内容

対象：歯科医師（歯科業界従事者）  /  参加費： 無料

http://jp.osstem.com 主催  株式会社OSSTEM JAPAN
(OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.)

 

2015年 4 月  5 日（日曜日）
会場 ： 東京 コンベンションホール（東京駅徒歩5分/ Tel. 03-5542-1995） 　本大会  09：00～17：30 ・ パーティ18：00～19：30

・TS III Implant Systemの特徴及び手術ガイドライン  -  dr. Cho Yong-Seok（通訳：dr. 洪性文） 
・超高齢社会における審美的インプラント治療を考える   -  dr. 金山健夫
・機能化とPiezo-electric device、SA surfaceの併用による、short & narrow implant 及び早期荷重の可能性   -  dr. 宮崎尚
・細菌感染制御からドリリングに頼らない大口式インプラント埋入法まで   -  dr. 鈴木光雄 
・Sinus lift with bone graft or without bone graft / 新しいパーフォレーション リカバリーテクニック   -  dr. 洪性文
・咬合の病態ステージを考慮したインプラント治療   -  dr. 吉岡宣史朗

※プログラム内容は都合により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

Live SurgeryLive Surgery「CAS-KITを用いた、水圧によるサイナスリフト」　dr. 嶋田 淳
Video Lecture「完全無歯顎に対するインプラント治療のテクニック」　dr. Cho, Yong-Seok（通訳：dr. 洪性文） 

TEL : 03-5714-5955 までお願い致します。　
お問い合わせは、

TEL : 03-5714-5955 までお願い致します。　
お問い合わせは、



Osstem Meeting 2015 Japan

http://jp.osstem.com

09：00～17：30　Osstem Meeting 2015 Japan ・ 本大会

18：00～19：30　Dinner ・ パーティー

Tokyo Convention Hall2015. ４. ５（日） 

TEL : 03-5714-5955 までお願い致します。　
お問い合わせは、

※この申込みは手続きに必要な情報となりますので、お伺い書には記入漏れないよう正確にお願いいたします。
※今回のセミナーに関する手配（セミナー・サービス・資料発送など）に必要な範囲内で、個人情報を利用させていただきます。

*資料送付先

参加お申込み書＆事前調査

FAX：03−5714−5956

〒144-0051  東京都大田区西蒲田5-27-14 日研アラインビル4F　
TEL : 03-5714-5955　FAX : 03-5714-5956

株式会社 OSSTEM JAPAN

※ お申し込み後のご案内は、FAXまたは郵便にてお知らせ致します。
※ お申込の後、ご都合によりキャンセルされる場合、必ず下記の連絡先までお電話ください。

※ お申込み締切日：2015年  3月  20日（金）

職　業 □ 歯科医師（大学勤務）　 □ 歯科医師（開業医）　 □ 歯科医師（勤務医）　 □ 歯科衛生士　 □ 歯科技工士　 □ その他

□ 本大会＆パーティ両方参加　　□ 本大会のみ参加（09：00～17：30）　 　□ パーティのみ参加（18：00～19：30）　　

□ 同伴者参加希望　（　　　　　名）　*1 枚 5 名まで

【参加費】本大会：無料 　/ 　パーティ：5,000 円（税込み）

お名前： 参加内容：

* 有りの場合、使用メーカーを教えてください。

お名前：

参加内容

ご同伴者様用

会場マップ：Tokyo Convention Hall（東京駅徒歩 5分 / 京橋駅直結）
〒104-0031  東京都中央区京橋 3-1-1 東京スクエアガーデン5F
TEL : 03-5542-1995　　FAX : 03-5542-1994

インプラント治療経験　　　　　　有　　　・　　　無

ご使用中のメーカー

勤務先（所属）

英語名：

ご住所　　〒 -

電話番号        　　　　     （   　　　　 　      ）

携帯番号        　　　　     （   　　　　 　      ）

FAX 番号        　　　　     （   　　　　 　      ）

E-mail                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

営業時間　平日　10：00～19：00  （マーケティング部　AICセミナー担当宛）

□ オステム　　　□ ノーベル　　　□ ストローマン　　　□ Zimmer 　　　□ ３i　　　□ カムログ　　　□ アストラ　　
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）

Tokyo Convention Hall
2015. ４. ５（日） 

本大会 09：00～17：30 ・ パーティ18：00～19：30

http://jp.osstem.com



Live surgery 

TS III Implant Systemの特徴及び手術ガイドライン

現）OSSTEM Implant Chief Director
現）アプソン歯科病院院長
ソウル大学歯科大学卒業
ソウル大学歯科病院口腔顎顔面外科修練
ソウル大学歯科大学院卒業 (歯医学博士)
忠北大学医科大学准教授
忠北大学附属病院口腔顎顔面外科科長
大韓口腔顎顔面外科学会認定医
大韓顎顔面整形再建外科学会認定医
AO active member
EAO member
ソウル大学歯科大学外来教授
蔚山大学医科大学 ソウルアサン病院歯科・口腔顎顔面外科外来教授

　　　　　　 
CAS-KITを用いた水圧によるサイナスリフト
執刀＆演者：嶋田淳 先生 (明海大学歯学部教授)
現）明海大学病院口腔インプラントセンター長
城西歯科大学（現：明海大学）歯学部卒業
城西歯科大学大学院口腔外科学専攻博士課程修了
明海大学歯学部口腔外科学第１講座 助教授
米国アラバマ州立大学バーミンハム校（口腔顎顔面外科学）留学
明海大学歯学部口腔外科学第１講座 教授
明海大学歯学部病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科学分野１教授
日本口腔外科学会専門医 指導医
日本歯科麻酔学会認定医
日本顎咬合学会指導医
日本口腔インプラント学会認定医・指導医
日本顎顔面インプラント学会指導医
日本外傷歯学会指導医

超高齢社会における審美的インプラント治療を考える
演者：金山健夫 先生 (名古屋市立大学)
　　　　　　現）名古屋市立大学 大学院医学研究科・口腔外科学分野 助教
北海道大学歯学部卒業
北海道大学大学院修了・博士（歯学）
北海道大学歯学部 歯学補綴学講座 助手
ウィズ・ユー歯科西野医院院長
日本補綴歯科学会（専門医・指導医）
日本口腔外科学会
日本顎顔面インプラント学会

_  講師

_  座長

Session 1

座長
朝波惣一郎 先生
Dr. Soichiro Asanami

Opening
09:00 ~ 09:25 受付

09:30 ~ 09:40 ご挨拶

09:40 ~ 10:40 TS III Implant Systemの特徴及び手術ガイドライン

 演者：Dr. Cho, Yong-Seok (韓国)  *通訳：洪性文 先生（吉祥寺セントラルクリニック） 

10:40 ~ 11:10 超高齢社会における審美的インプラント治療を考える

 演者：金山健夫 先生（名古屋市立大学）

16:50 ~ 17:00 感謝状贈呈

17:00 ~ 17:10 景品抽選

17:10 ~ 17:20 本大会終了

18:00 ~ 19:30 立食パーティー

Session 3

座長
朝比奈 泉 先生
Dr. Izumi Asahina

Lunch 12:10 ~ 13:00 昼食

13:00 ~ 14:30 　　 Live Surgery：CAS-KITを用いた水圧によるサイナスリフト

 執刀＆講演：嶋田淳 先生（明海大学歯学部教授）  

14:30 ~ 15:00 Sinus lift with bone graft or without bone graft / 新しいパーフォレーション リカバリーテクニック

 演者：洪性文 先生（吉祥寺セントラルクリニック） 

Session 4

座長
簗瀬武史 先生

Dr. Takeshi Yanase

Breake

Lucky Draw

贈呈式

Ending

Dinner

15:00 ~ 15:20 休憩

15:20 ~ 16:20 　　 Video Lecture：完全無歯顎に対するインプラント治療のテクニック

 演者：Dr. Cho, Yong-Seok (韓国)  *通訳：洪性文 先生（吉祥寺セントラルクリニック） 

16:20 ~ 16:50 咬合の病態ステージを考慮したインプラント治療

 演者：吉岡宣史朗 先生（吉岡歯科クリニック） 

Session 2

座長
菅井 敏郎 先生
Dr. Toshiro Sugai

11:10 ~ 11:40 光機能化とPiezo-electric device、SA surfaceの併用による、short & narrow implant 及び早期荷重の可能性

 演者：宮崎尚 先生（宮崎歯科医院） 

11:40 ~ 12:10 細菌感染制御からドリリングに頼らない大口式インプラント埋入法まで

 演者：鈴木光雄 先生（デンタルデザインクリニック）

Osstem Meeting 2015 Japan

Program

Tokyo Convention Hall2015. ４. ５（日） 

光機能化とPiezo-electric device、SA surfaceの併用による、
short & narrow implant 及び早期荷重の可能性
演者：宮崎尚 先生 (宮崎歯科医院)
現）宮崎歯科医院院長
朝日大学卒、歯学博士
大阪SJCD
Dental concept 21
OSI / CID club
Piezosurgery academy
日本口腔インプラント学会
日本顎咬合学会
AAID / ICOI / ITI / MAAID JAPAN 主宰

細菌感染制御からドリリングに頼らない大口式インプラント埋入法まで
演者：鈴木光雄 先生 (デンタルデザインクリニック）
現）デンタルデザインクリニック 院長
日本顎咬合学会　指導医
Iaaid Asia 学術担当理事
オステムインプラントインストラクター
ドイツ アルタテック社公認カムログインプラントインストラクター
OAM先進インプラントインストラクター
NPO日本アジア口腔支援機構理事
D2アカデミー代表
神奈川歯科大学細菌学教室在籍

Sinus lift with bone graft or without bone graft
新しいパーフォレーション リカバリーテクニック
演者：洪性文 先生 (吉祥寺セントラルクリニック）
現）東京 吉祥寺セントラルクリニック
松本歯科大学卒
大阪 ブリエデンタルクリニック
日本顎咬合学会認定医
FIDI Implant Advance Course
CGF・AFG Course「 Corefront」 Instructor
OJ 正会員
大阪SJCD 会員

咬合の病態ステージを考慮したインプラント治療
演者：吉岡宣史朗 先生 (吉岡歯科クリニック）
現）医療法人 喜心会・吉岡歯科クリニック理事長
松本歯科大学卒
歯学博士  大阪歯科大学  
日本口腔インプラント学会専修医
臨床機材研究所・研究員
ADIA Fellow

朝波 惣一郎 先生
国際医療福祉大学客員教授
元国際医療福祉大学教授
東京歯科大学卒・歯学博士
前国際医療福祉大学三田病院歯科口腔外科部長
元慶應義塾大学医学部助教授
＜学会活動等＞
日本口腔外科学会 監事・指導医・専門医、日本顎顔面インプラント学会 理事、
日本小児口腔外科学会 理事、日本有病者歯科医療学会 理事、
日本有病者歯科医療学会理事、日本バイオインテグレーション学会理事、
日本口腔粘膜学会 評議員、日本口腔科学会 評議員

医学博士（東京医科大学）
神奈川歯科大学　客員教授
聖マリアンナ医科大学医学部法医学講座　非常勤講師
公益社団法人　日本歯科先端技術研究所　会長
     資格対策委員会　委員長・倫理委員会　委員長
     インプラントマスター・インプラントフェロー
公益社団法人　日本口腔インプラント学会　指導医・専門医
     理事・代議員・関東甲信越支部　支部長
     支部活性化委員会委員長・総務委員会副委員長
     倫理委員会委員・認定委員会委員・COI委員会委員
埼玉県警察協力医会理事

簗瀬 武史 先生

朝比奈 泉 先生
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科/顎口腔再生外科学分野教授
専門：口腔外科一般、顎骨・歯槽骨再生医療
東京医科歯科大学歯学部卒業
同大学院歯学研究科修了　歯学博士
ハーバード大学・小児病院　フェロー
東京大学医科学研究所 助教授
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 教授
日本口腔外科学会理事/専門医・指導医
日本口腔インプラント学会専門医/日本顎顔面インプラント学会指導医

菅井 敏郎 先生
東京医科歯科大学 臨床教授
医療法人社団UC会 理事長
日本顎顔面インプラント学会 理事・指導医
日本口腔インプラント学会 代議員・専門医
日本アンチエイジング歯科学会 常任理事
日本歯科人間ドック学会 理事
日本再生医療学会 代議員
日本顎顔面補綴学会 評議員
日本歯科審美学会 評議員
日本顎咬合学会 指導医
UCLAインプラントアソシエーションジャパン顧問

Video Lecture　　　　　　    
完全無歯顎に対するインプラント治療のテックニック
特別演者：Cho, Yong-Seok 先生

SONY
ブルーレイ・DVDレコーダー

SHARP
加湿空気清浄機

NESCAFE
コーヒーマシン

１位
  （1 名）

2位
  （2 名）

3位
  （3 名）

4位
  （5 名）

Lucky Draw_景品抽選

Apple
MacBook Air(13inch/256G)

※プログラム内容は都合により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
※ご参加頂いたのご来場の皆様に本大会終了後、記念品をプレゼント致します。

※抽選された景品は、後日ご希望の住所宛にお送り致します。
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