
第一線で活躍中の講師陣を招いての「ササキスペシャルセミナー」同時開催！
SASAKI SPECIAL SEMINAR

詳しいスケジュールは中面をご覧ください。

先進の歯科医療はここから発信される。

SASAKI at
JAPAN DENTAL SHOW 2016

TOKYO

7.16.　  17.［SAT］ ［SUN］
9：00～17：00
（入場は16：00まで）2016. 11：00～19：00

（入場は18：00まで）

2016年7月16日（土）～17日（日）、東京ビッグサイト（東京国際展示場）にて

「日本デンタルショー2016東京」が開催されます。

SASAKI展示ブースに於いて、歯科医療の最新情報のご紹介、ならびに、

現在第一線で活躍中の講師陣を招き「ササキスペシャルセミナー」を同時開催致します。

みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げております。SASAKIブース
東2・3ホール

東京
ビッグサイト

同 時
開 催



SASAKI at JAPAN DENTAL SHOW 2016 TOKYO 2016.7.16.［SAT］17.［SUN］

第一線で活躍中の講師陣を招いての
「ササキスペシャルセミナー」を同時開催！！

SPECIAL 
SEMINAR
7.16.［SAT］

同 時 開 催

SASAKI 

竹下 賢仁 先生
デンツプライアストラテックインプラント　
デジタルソリューションの現状

16:30 ～ 17:30

小原 啓子 先生
「強い組織に育てる」歯科衛生士の新しい役割
一基本的なスキルアップと職場カイゼン一

15:00 ～ 16:00

荒井 昌海 先生
医院を内部から強くする教育と
マニュアル作成のコツ

13:30 ～ 14:30

斎藤 隆輔 先生
『ストレスのない開業』
～新規開業にあたって私が考え行動したこと～

12:00 ～ 13:00

ササキスペシャルセミナー

7.17.［SUN］

斎藤 隆輔 先生
『ストレスのない開業』
～新規開業にあたって私が考え行動したこと～

14:00 ～ 15:00

須崎 明 先生
Nd:YAGレーザー 120％活用法　
もっと使えて、もっと活かせる！

15:30 ～ 16:30

小原 啓子 先生
「強い組織に育てる」歯科衛生士の新しい役割
一基本的なスキルアップと職場カイゼン一

12:30 ～ 13:30

須崎 明 先生
Nd:YAGレーザー 120％活用法　
もっと使えて、もっと活かせる！

11:00 ～ 12:00

竹下 賢仁 先生
デンツプライアストラテックインプラント　
デジタルソリューションの現状

9:30 ～ 10:30



講師陣のご案内

（五十音順）　※セミナースケジュールは、予告なく変更される場合があります。予めご了承の程、お願いいたします。

■ マニュアルの必要性について
■ マニュアルの作成方法と医院への落とし込み
■ 職種に応じた教育体制とマニュアルを活用した教育方法

医院を内部から強くする教育とマニュアル作成のコツ

荒井 昌海 先生

略歴　●1999年 東京医科歯科大学歯学部卒業　●2003年 エムズ歯科クリニック 開院　●2004年 医療法人社団 翔舞会 理事長就任　●2003年の開業
以来、エムズ歯科クリニックとして東京・神奈川で9医院を展開。社員が増えても、全員が同じ方向に進むために「共通意識」「診療の標準化」「院内教育」
についてマニュアルを活用する。職種別に応じた教育制度を取り入れ、各個人のスキルアップと意識の改革を行い、法人全体の教育体制の充実化を図る。

著書　●歯科のブルーオーシャン経営　●みんなで作ろう！歯科医院マニュアル

7.16.［SAT］

7.16.［SAT］ 7.17.［SUN］

7.16.［SAT］ 7.17.［SUN］

7.16.［SAT］ 7.17.［SUN］

7.17.［SUN］

13:30～14:30

■ 働く環境が改善されれば、医療の質が上がる　■ それによって患者満足度が上がり、経営が安定する
■ そうすれば、働く環境はさらに改善されていく

「強い組織に育てる」歯科衛生士の新しい役割 
一基本的なスキルアップと職場カイゼン一

小原 啓子 先生 15:00～16:00 12:30～13:30

■ 開業を思いたったら始める事＆開業前に決めとくリスト
■ 開業スタイル＆開業予算の決定方法
■ 導いてくれる人との出会い
■ 私の開業日までの道のり
＊開業前に決めとくリスト（誰が考え決定するのか）の配布を当日致します。

『ストレスのない開業』　～新規開業にあたって私が考え行動したこと～

斎藤 隆輔 先生

略歴　●2005年 日本歯科大学卒業　●2006年 青森県八戸市 夏堀デンタルクリニック 勤務　●2010年 青森県南部町 夏堀デンタルクリニック福地診療所 
所長　●2011年 秋田県秋田市 あいば歯科 勤務　●2013年 秋田県由利本荘市 さいとうデンタルクリニック開業

12:00～13:00 14:00～15:00

■ インプラント周囲炎にNd:YAGレーザーを活かす！　■ 歯周病！最小限の侵襲で大きな成果。レーザー新付着術　
■ 「見える化」で変わる！歯内療法

Nd:YAGレーザー 120％活用法　もっと使えて、もっと活かせる！

須崎 明 先生

略　　歴　●モンゴル国立健康科学大学 客員助教授　●愛知学院大学歯学部保存修復学講座 非常勤講師　●ユマニテク歯科製菓専門学校 非常勤講師　
●東海歯科医療専門学校 非常勤講師　●ぱんだ歯科 院長

所属学会　●日本歯科保存学会会員　●日本レーザー歯学会会員（認定医・指導医）　●日本歯科審美学会会員（認定医）　　　　　　　　　　　　　　　
●Academy of Operative Dentistry会員　●日本接着歯学会会員　●日本臨床歯周病学会会員　●日本顕微鏡歯科学会会員 等

著　　書　●修復と補綴のLongevity 治療の“Re”にサヨナラしよう  共著 ［デンタルダイアモンド社  2015年］　●今、知りたい成功するCAD/CAM ‒ 保険
診療から自費診療まで ‒  共著 ［永末書店  2016年］

11:00～12:00、 15:30～16:30

デンツプライアストラテックインプラント　デジタルソリューションの現状

竹下 賢仁 先生

略歴　●日本歯科大学新潟歯学部卒業　●たけした歯科サクセスインプラントセンター長　●東北大学歯学部顎顔面・口腔外科学分野非常勤講師 　　　　
●I.O.R.主宰　●日本口腔インプラント学会専門医

16:30～17:30 9:30～10:30

略歴　●1980年～2006年3月 広島県歯科医師会勤務 広島口腔保健センター広島高等歯科衛生士専門学校担当　●2004年 産業能率大学経営情報学科卒 
●2006年 広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻（経営戦略研究室）修了　●2007年 デンタルタイアップ設立 代表　●2011年 株式会社
デンタルタイアップに法人化 代表取締役

著書　●これでチョ～カンペキ歯科衛生士の最新歯周治療の本 ［医歯薬出版 2014年］　●歯科医院の活性化 シリーズpart1～Part4 ［医歯薬出版］　　　　
●はいしゃさんの仕事段取り術 ［医歯薬出版 2014年］　他多数

デンツプライインプラントデジタルソリューションにおける最大の特徴は、最終上部構造を模倣した石膏模型マッチングに
よる手術計画立案からガイド製作、粘膜貫通部を自由に設計でき、既製アバットメントと遜色ない“Perfect Fit”をもたらす
CAD/CAM ソリューションのATLANTISTM アバットメントを有することにあると考えている。今回はその概要および高齢化
社会において有利と考えるATLANTISTM コーヌスコンセプトについて解説する。



車でお越しの場合

都心方面から 首都高速11号台場線→「台場」出入口より約5分

エントランスプラザ→
会議棟2階エントランスホール→
北コンコース、連絡ブリッジを通って東展示棟2階→
エスカレーターで東展示場1階の東2・3ホール

横浜・羽田方面から 首都高速湾岸線→「臨海副都心」出入口より約5分
首都高速10号晴海線→「豊洲」出入口より約5分

成田空港から（リムジンバス）成田空港より約60分→
東京ベイ有明ワシントンホテルより徒歩約3分

羽田空港から（リムジンバス／京急バス）羽田空港より約25分

千葉・葛西方面から 首都高速湾岸線→「有明」出入口より約5分
首都高速10号晴海線→「豊洲」出入口より約5分

空港からお越しの場合

東京ビッグサイトへのアクセス

りんかい線A

B ゆりかもめ

電車でお越しの場合

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1　URL http://www.bigsight.jp東京ビッグサイト

Access Map

詳しいお問い合わせは、ササキ各支店又は、担当営業までお願い致します。

SASAKIブース

http://www.sasaki-kk.co.jp

発行：ササキ株式会社

「国際展示場」駅より徒歩約7分

「国際展示場正門」駅より徒歩約3分

東3ホール 東 2ホール

OUT IN

SASAKIブース

会場内のご案内
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