
2017 年度版Ｒ＆Ｄの調査では、2016 年度の累計販売台数予測を 45,556 台と推定されています。
その内、炭酸ガスレーザーが 27,970 台（構成比 61.4％）と最も高くなっており、患者様にも
「レーザー」が広く知られるようになってまいりました。
そこで弊社では、10名のユーザーの先生方に各分野毎の症例を発表していただく、「ユーザー発表会」を
開催する運びとなりました。日常臨床の中でレーザーを活用していただける内容となっております。
是非この機会に多くの先生方にご参加くださいますよう、心よりお待ち申し上げております。

開催日　平成 29年 6月 25日（日）10：00～16：30
会　場　富士ソフトアキバプラザ　５Fアキバホール
　　　　千代田区神田練塀町３　TEL.03-5209-6285

定　員　   120名（定員になり次第締め切らせていただきます）
受講料　    歯科医師：5,000 円 /勤務医・その他：3,000 円 ( 昼食代・消費税込 )
お申込方法           下記申込書に必要事項をご記入いただき、FAX 又はWEB にてお申し込み後、
　　　　　　下記口座にお振り込みください。入金確認をもって受付といたします。

お振込先          三菱東京 UFJ 銀行　本所支店

　　　   当座  0125727　  カ）ヨシダセイサクショ
　　            ※お振込手数料はお客様負担でお願い申し上げます。
　　　　   ※お振込用紙をもって領収書に代えさせていただきます。
　　　　   ※ご入金いただきました受講料は返金致しかねますのでご了承ください。

お申込先      株式会社 吉田製作所  レーザー事業部     担当：柴﨑
　               TEL.03-3631-2158    FAX.03-5624-0626　

「炭酸ガスレーザーユーザー発表会」申込書　  FAX:  03-5624-0626　                           H29.6.25

※弊社では申込書にご記入いただいた情報は、社内で適切な安全対策の元に管理し漏洩等の防止に努めております。お客様の同意なく第三者への開示・提供はいたしません。
   弊社からのセミナー、サービス、新商品のご案内等に利用させていただく場合がございます。

（ふりがな）
芳名

□ 院長　□ 勤務医

貴医院住所　〒

TEL.　　　　(　　　　)　　　　　　FAX.　　　　(　　　　)　　　　　
お取引歯科商店

貴医院名

出身校

～　質疑事項がございましたらご記入下さい　～

主催：

炭酸ガスレーザーユーザー発表会炭酸ガスレーザーユーザー発表会

http://www.yoshida-dental.co.jp

ヨシダホームページからお申込の場合は
10％割引いたします。

※内容により時間が変更になる場合がございます。



③岡田  ひとみ 先生（滋賀県草津市）
国立長崎大学歯学部 卒業
医）セントパウロ光吉歯科医院 勤務
同法人　叡山歯科医院 勤務
【現在】ひとみ小町歯科 開業

大浦  教一 先生
(鹿児島県鹿児島市)

寺﨑  茂 先生
（福岡県久留米市）

三輪  雅彦 先生
(長野県下諏訪町)

愛知学院大学歯学部 卒業
【現在】 ひろ歯科 開業

①白井  健太郎 先生　　あらゆるラーニングステージにおけるオペレーザーの活用法
②田中  良幸 先生 オペレーザーを用いた活用法
③岡田  ひとみ 先生 当院でのオペレーザー活用法
④冨塚  真一朗 先生 日々の診療での炭酸ガスレーザーの活用法
　　　昼食　（45 分）　　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
⑤稲野  眞治 先生　　　CO2 レーザーだからこそできる安心・安全な歯科治療
⑥安藤  昇廣 先生　　　当院における日常臨床での CO2 レーザーの使い方
⑦吉田  元 先生 モアナ流レーザー活用術
　　　休憩　（20 分）　　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
⑧金野  俊之 先生　　　炭酸ガスレーザー＆半導体レーザー　多種レーザーの併用の一例
⑨岡田  修二 先生 オペレーザーユーザーのための注水式 CO2 と半導体レーザーへの考察
⑩冨塚  重幸 先生 炭酸ガスレーザー＆半導体レーザー　進化するレーザー治療の臨床応用

⑨岡田  修二 先生（大阪府大阪市）
大阪歯科大学 卒業
【現在】

岡田歯科医院 開業

⑧金野  俊之 先生（宮城県仙台市）

①白井  健太郎 先生（神奈川県横浜市）
明海大学歯学部 卒業
【現在】SANTÉ DENTAL CLINIC 開業

【所属】
サージカルベーシックコース インストラクター

⑤稲野  眞治 先生（大阪府堺市）
岡山大学歯学部 卒業
大阪大学大学院卒業（歯学博士）
【現在】おだデンタルクリニック 勤務
【所属】
日本補綴歯科学会 専門医
日本口腔インプラント学会

②田中  良幸 先生（栃木県宇都宮市）
松本歯科大学 卒業
松本歯科大学病院臨床研修医 修了
【現在】田中歯科医院 開業
【所属】
東京 SJCD/ 日本口腔インプラント学会 /日本顎咬合学会
/日本歯周病学会 /MAC会員（皆川アカデミークラブ）

⑦吉田  元 先生（埼玉県川口市）
神奈川歯科大学歯学部 卒業
神奈川歯科大学附属病院口腔外科
【現在】モアナ歯科クリニック 開業
【所属】
日本口腔外科学会 / 日本口腔インプラント学会
国際インプラント学会 / 日本顎顔面インプラント学会
日本顎関節学会 / IO studygroup 代表 / AO /  EAO

ユーザーによる演者のご紹介

特別講演による演者のご紹介

福岡歯科大学 卒業
【現在】鳥飼寺﨑歯科医院 開業

日本歯科大学 卒業
【現在】 三輪歯科医院 開業

朝日大学歯学部 卒業
【現在】大浦歯科クリニック開業

岩手医科大学歯学部 卒業
【現在】
東部団地金野歯科医院 開業
【所属】
日本歯科用レーザー・ライト学会 理事
日本歯科用レーザー・ライト学会 指導医
日本レーザー歯学会 会員

④冨塚  真一朗 先生（福島県郡山市）
日本大学松戸歯学部 卒業
【現在】とみつか歯科医院 副院長

【所属】
日本先進インプラント医療学会 会員
日本歯科用レーザー・ライト学会 会員

⑥安藤  昇廣 先生（東京都羽村市）
奥羽大学歯学部 卒業
【現在】皆川総合歯科クリニック 勤務

【所属】
東京 SJCD
MAC 会員（皆川アカデミークラブ）

⑩冨塚  重幸 先生（福島県郡山市）
日本歯科大学歯学部 卒業
【現在】
とみつか歯科医院 開業
【所属】
日本歯科用レーザー学会 会員
日本先進インプラント
　医療学会専門医 評議員
AQBインプラント 指導医

座長のご紹介

10：00 ～ 12：15

13：00 ～ 14：30

14：50 ～ 16：30

12：15 ～ 13：00

14：30 ～ 14：50

荒川  義浩 先生
(大阪府摂津市)

時　間 演　者 演　題

※内容により時間が変更になる場合がございます。

会場には各種レーザーを
展示しております。

ご質問等ございましたら
お気軽にお声掛け下さい。


