
WORLD DENTAL SHOW 2018

Welcome to
SASAKI Booth!

歯科医療の最新情報はここに集まる。

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

〒220-0012　
神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1パシフィコ横浜 展示ホール SASAKIブース A-7会 場

2018年10月5日（金）～7日（日）、パシフィコ横浜にて「ワールドデンタルショー2018」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」を同時開催いたします。
みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

2018.10.5［FRI］.6［SAT］.7［SUN］

詳しいスケジュールは中面をご覧ください。

12：00～19：00 10：00～19：00 9：00～17：00

SASAKI SPECIAL SEMINAR SASAKI SPECIAL SEMINAR

同 時
開 催



SASAKI SPECIAL SEMINAR
ササキスペシャルセミナー

前田 貢 先生
Astra Tech Implant SystemⓇ EV
- 進化したのに変わらなかった
　Bio Management ComplexTM -

SASAKI at THE WORLD DENTAL SHOW 2018

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！

10.6［SAT］ 10.7［SUN］

同時開催

10：30-11：30

前畑 香 先生
義歯ケアを重視した定期健診
プログラム“Recare”の提案

11：45-12：45

前畑 香 先生
義歯ケアを重視した定期健診
プログラム“Recare”の提案

14：00-15：00

行田 克則 先生
レーザーで治す
根尖病巣と歯根破折

13：00-14：00

土屋 和子 先生
これからの歯科医療 
“寄り添う”医療面接＆ストレス緩和の提供

14：15 -15：15

土屋 和子 先生
これからの歯科医療 
“寄り添う”医療面接＆ストレス緩和の提供

9：30-10：30

古賀 友基 先生
汎用性の高いNｄ：YAGレーザーの
様々な症例への応用

11：00-12：00

古賀 友基 先生
汎用性の高いNｄ：YAGレーザーの
様々な症例への応用

15：30-16：30

服部 信一 先生
開業医だからできる食支援

15：30-16：30

服部 信一 先生
開業医だからできる食支援

12：30-13：30

行田 克則 先生
レーザーで治す
根尖病巣と歯根破折

16：45 -17：45



講師陣のご案内

前畑 香 先生 10.6［SAT］ 10.7［SUN］11：45-12：45 14：00-15：00

［略歴］ ●2000年 神奈川歯科大学歯学部 卒業 ●2006年 神奈川県葉山町にてナカエ歯科クリニック開業 ●2016年 神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座
非常勤講師　［所属・認定医］ ●有床義歯学会 指導医 ●日本顎咬合学会 認定医　［著書］ ●Denture 1st book ビジュアルでわかる総義歯作製“超”入門（デンタル
ダイヤモンド社） ●いまこそ知りたいそろそろ知りたい デンチャーQ&A（編著：デンタルダイヤモンド社） ●デンチャーメインテナンス（編著：デンタルダイヤモンド社）

“Denture Recare”は、義歯装着者の一般的な定期健診内容（残存歯の齲蝕・歯周疾患や顎堤粘膜等の診査診断、義歯の適合・咬合の診査診断）に加え、歯科医師と歯科衛生士
による義歯ケアとプロフェッショナルケアを重視したプログラムである。本セミナーでは、義歯装着高齢者に対し、義歯ケアを重視した定期健診プログラム“Recare”の提案をしたい。

義歯ケアを重視した定期健診プログラム“Recare”の提案

前田 貢 先生 10.6［SAT］10：30-11：30

［略歴］ ●北海道医療大学 卒業 ●東京慈恵医科大学病院 歯科口腔外科 医員 ●富士市立中央病院 麻酔科 医員 ●東京都 港区 愛宕歯科クリニック院長
［所属・認定医］ ●Academy of Osseointegration active member ●International Dental Implant Association Diplomate ●Osseo integration 
study club of Japan 正会員 ●日本口腔インプラント学会 専門医 ●国際インプラント学会 専門医 ●日本顎咬合学会 認定医

服部 信一 先生 10.6［SAT］ 10.7［SUN］15：30-16：30 12：30-13：30

［略歴］ ●1979年 県立九州歯科大学卒業 ●1982年 県立九州歯科大学大学院修了（歯学博士） ●1991年 北村歯科医院院長に就任
［所属・認定医］ ●日本口腔ケア学会 認定医 ●日本咀嚼学会咀嚼 指導士 ●介護支援専門員（ケアマネージャー）
［著書］ ●口腔ケアの基礎知識（共著：末永書店） ●MANUAL FOR ORALCARE（共著：末永書店） ●在宅療養ガイドブック（さが編）（共著：木星舎）

開業医だからできる食支援

行田 克則 先生 10.6［SAT］13：00-14：00/16：45 -17：45

［略歴］ ●1982年 日本大学歯学部卒業 ●1986年 日本大学歯学部大学院卒業 ●1988年 上北沢歯科開設 ●2007年 四谷三栄町歯科開設 ●日本顎咬合学会
評議員 ●日本大学歯学部非常勤講師
［学会会員］ ●日本顎咬合学会 ●日本補綴歯科学会 ●日本歯科審美学会 ●日本口腔インプラント学会 ●The American Academy of Implant Dentistry 
●The Academy of osseointegration

レーザーで治す根尖病巣と歯根破折

土屋 和子 先生 10.6［SAT］ 10.7［SUN］14：15 -15：15 9：30-10：30

［略歴］ ●1997年 歯科衛生士免許取得 ●2007年 株式会社スマイル・ケア設立 ●1998年～現在 東京都3件の歯科医院にて勤務
関わった歯科医師450名以上、講演活動1700回以上、書籍出版多数、日本初「プロフェッショナルフリーランス歯科衛生士」と評価される。日本国民の健康に貢献する
ため「日本歯科医療人育成協会」を設立し人材育成に関わる。ＮＬＰ（神経言語プログラミング）を歯科医療界に特化したデンタルＮＬＰⓇ主宰。噛みしめ・食いしばりに
緩和効果のある「アクセスバーズⓇ」ファシリテーター

歯科医療界に特化した心理学や行動学である“デンタルNLPⓇ”を応用した医療面接の要領とアクセスバーズTMによる噛みしめ
やくいしばりのストレス緩和を紹介

■外科的根尖切除術を凌駕するレーザー蒸散（外科より簡単なレーザーエンドについて）
■歯根破折歯はレーザーにより保存可能（もはや歯根破折歯は抜歯対象外）

■摂食・嚥下のアセスメント(連携用) ■実際の症例報告
■嚥下内視鏡の利用 ■摂食嚥下機能報告書(ミールラウンドのやり方)

■Benefit of Dental Implant in AstratechTM Implant system...
■Evolution of Implant materials...

■なぜ“Denture Recall”ではなく“Denture Recare”なのか
■歯科医師と歯科衛生士に行ってほしいDenture Recareの概要（義歯装着者のための定期健診プログラム、義歯ケアと義歯研磨を含めたプロフェッショナルケア）

これからの歯科医療“寄り添う”医療面接＆ストレス緩和の提供

古賀 友基 先生 15：30-16：3010.7［SUN］11：00-12：00/

［略歴］ ●2000年3月 久留米大学付設高等学校卒業 ●2006年3月 福岡歯科大学卒業 ●2006年4月 福岡大学病院歯科口腔外科 入局 ●2008年3月 臨床研修医
終了 ●2008年4月 福岡大学病院歯科口腔外科 助手 ●2009年4月 沖縄 山川歯科 勤務 ●2010年10 本院 こが歯科 開業 ●2013年1月 医療法人ティースファクト
リー設立 理事長就任 ●2015年6月 分院 浄水通り こが歯科 開業

■低侵襲、早期治癒を目指した歯周外科への活用法
■無麻酔科でここまでできる！時短につながるレーザーの使用法
■手軽に外科手術。レーザーは安全な外科治療を可能にする

汎用性の高いNｄ：YAGレーザーの様々な症例への応用

Astra Tech Implant SystemⓇ EV 
- 進化したのに変わらなかったBio Management ComplexTM -

（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。



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。

http://www.sasaki-kk.co.jp
ササキ株式会社

SASAKIブース

車でお越しの場合

首都高速横羽線
みなとみらいランプより約2分

飛行機をご利用の場合

羽田空港より車で約20分、バスで約40分、
電車で約30分
成田空港より車・バスで約110分、電車で約100分

（羽田空港より直通バスあり）

パシフィコ横浜へのアクセス

みなとみらい線
みなとみらい駅より徒歩5分

A

B JR線・市営地下鉄
桜木町駅より徒歩12分、
バスで11分、タクシーで5分

最寄り駅からお越しの場合

パシフィコ横浜 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1／ URL : http://www.pacifico.co.jp
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パシフィコ横浜

［パシフィコ横浜 展示ホール］

IN 再入場 OUT

SASAKIブース（A-7）
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