Dental Concept 21 Regular Meeting 2010
2010年11月13日（土）,14（日）,15（月）
デンタルコンセプト会員各位
拝啓
残暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。本年度の例会および会としての新しい取り組みにつきましてご連絡させていただきます。
さて、会員数も350名以上となりました当会におきまして、新たに「歯科医師（勤務医）」「歯科技工士」
の方を会員登録させていただく運びとなりました。これを機にインプラント治療に携わるスタッフのレベル
アップをはかり、安全で確実なインプラント治療普及の一助となれば幸いです。
つきましては、本年度の例会に合わせて特別プログラムも企画いたしましたので会員一同ご協力の程
よろしくお願い申し上げます。
敬具

2010年11月13日（土）
特別プログラム①
10：00-17：30

歯科技工士セッション
会場：ノーベル・バイオケア・ジャパン品川研修室 / 定員：30名

特別プログラム②
10：30-17：00

歯科衛生士・アシスタントセッション
会場：ノーベル・バイオケア・ジャパン品川研修室 / 定員：100名

懇親会
19：00-21：00（予定）

会場・定員・費用他：未定

2010年11月14日（日）
DC21例会
10：00-17：30

総会・教育講演・会員発表他
会場：東京コンファレンスセンター・品川 5F大ホールA・B / 定員：350名

2010年11月15日（月）
DC21カップ
ゴルフ大会

東京よみうりカントリークラブ（東京都稲城市）
■集合時間 7：10 ■スタート IN/OUT 7：50（予定）

別紙「参加申込書」に必要事項を記入の上、FAXでお申し込みください。
※「例会」は丌参加の場合でも必ずFAX送信してください。 ※演者の先生方も参加申込をお願い致します。
※申込締切：「例会」「特別プログラム」は10月15日（金）必着、「懇親会」「ゴルフ」は9月30日（木）必着でお願いします。
※すべてのプログラムにつきまして先着順の受付とさせていただきます。（キャンセル丌可）

本年度の年会費は10月27日、各参加費は11月27日に指定口座から引落予定です。

会員登録について
DC21正会員登録： 入会金15,000円 年会費10,000円 支払方法（口座振替）
新規募集①： DC21会員の医院に勤務する歯科医師

新規募集②：歯科技工士

デンタルコンセプト21のホームページ「入会申し込み」のページからお申込ください。
www.dc21.jp （お問い合わせ） Mail：info@dc21.jp TEL&FAX：03-5717-9930 （事務局・田中）

特別プログラム① 歯科技工士セッション
2010年11月13日（土） 10：00-17：30
Nobel Biocare Japan 品川研修室（イーストワンタワー16F・小会議室）
対 象： DC21正会員の歯科技工士

※会員でない方は当日までに登録をお願い致します。

定 員： 30名 ※先着順による受付とさせていただきます。 ※キャンセル丌可
費 用： 参加費 5,000円

※昼食（お弁当を用意致します）

支 払： 指定口座から引落とさせていただきます。
プログラム（予定）：

10:00-10:15

最高顧問挨拶

中村社綱先生

10:15-11:00

歯周組織に調和するための前歯部審美補綴

枝川智之先生

11:00-11:45

e.maxとジルコニアのインプラント上部構造

星野元先生
粒良先生・長又先生

11:45-12:00

質疑応答

司会：
西崎誠喜先生

12:00-13:00

昼 食

13:00-13:45

オールオンフォーの上部構造について

宮腰和宏先生

インターディスプリナリー・アプローチ

白鳥清人先生
磯川純先生

13:45-14:30

～機能と審美の調和のために～

司会：
西崎誠喜先生

14:30-14:45

質疑応答

14:45-15:00

休 憩

15:00-17:00

When I Use The NobelProcera
～How will be it～

17:00-17:30

ディスカッション「今後ラボに求められるもの」
～スキル、人材、設備、ビジネスモデルについて～

特別プログラム① 参加申込

・・・・ FAX：

03-5717-9930

参加者氏名

会社名

連絡先（TEL）

連絡先（Mail）

志田和浩先生

司会：
西崎誠喜先生

（DC21事務局）

特別プログラム② 歯科衛生士・アシスタントセッション
2010年11月13日（土） 10：00-17：00
Nobel Biocare Japan 品川研修室（イーストワンタワー16F・大会議室）
対 象： DC21正会員の医院に勤務する歯科衛生士・歯科助手・インプラントコーディネーター他
定 員： 100名 ※先着順による受付とさせていただきます。 ※キャンセル丌可
費 用： 参加費 5,000円

※昼食（お弁当を用意致します）

支 払： 医院代表者（DC21正会員）の指定口座から引落とさせていただきます。
プログラム（予定）：

10:30-10:45

最高顧問挨拶

中村社綱先生

10:45-11:30

インプラントの術前管理

磯川律子先生

11:30-12:30

手術の準備（滅菌・非滅菌について）

岩崎美和先生

12:15-12:30

質疑応答

司会：
田中道子先生

12:30-13:30

昼 食

13:30-14:15

手術におけるアシスタントワーク

下尾嘉昭先生

インターディスプリナリー・アプローチ

中村社綱先生
本田貴子先生

14:15-15:00

～ガイドを用いたインプラント治療～

司会：
田中道子先生

15:00-15:15

質疑応答

15:15-15:30

休 憩

15:30-16:30

インプラント治療におけるメインテナンス

本田貴子先生

16:30-17:00

ディスカッション

司会：
田中道子先生

特別プログラム② 参加申込

・・・・ FAX：

03-5717-9930

（DC21事務局）

参加者氏名

合計
勤務先医院名

連絡先（TEL）

名

DC21例会・総会

10月15日（金）必着

2010年11月14日（日） 10：00-17：00

丌参加の場合も連絡先等
確認のため必ずFAXしてください

東京コンファレンスセンター・品川 5F大ホールA・B
対
定
費
支

象：
員：
用：
払：

DC21正会員およびスタッフ
350名 ※先着順による受付とさせていただきます。 ※キャンセル丌可
参加費（歯科医師・歯科技工士） 10,000円 （その他スタッフ） 5,000円
医院代表者（DC21正会員）の指定口座から引落とさせていただきます。

プログラム（予定）：

10:00-10:15

開会のあいさつ

中村社綱先生

会員発表（8名） 各10分の発表

10:15-12:30

伊藤慎一先生（北海道・東北・上信越支部）
広野敬先生（東京支部）
西山敦先生（神奈川支部）
谷津利夫先生（関東支部）
中川昌樹先生（東海・中部・北陸支部）
高山賢一先生（関西支部）
※選考中（中国・四国支部）
稲留裕士先生（九州支部）

12:30-13:30

昼 食

13:30-14:00

教育講演 「各社インプラントシステムの特長とその応用」

14:00-14:30

教育講演 「ノーベルガイドの優位性」

木津康博先生

14:30-15:00

教育講演 「インプラント治療におけるピエゾサージェリー」

白鳥清人先生

15:00-15:30

休 憩

星野元先生

15:30-16:00

DC21コンセンサス 「審美部位について」

中村社綱先生

16:00-16:30

DC21コンセンサス 「即時荷重について」

下尾嘉昭先生

16:30-17:00

DC21コンセンサス 「サイナスリフトについて」

三好敬三先生

17:00-17:30

総会

2010年度例会・総会申込

・・・・ FAX：

03-5717-9930

（DC21事務局）

→ 2010年度例会・総会に （ 参加 丌参加 ）
氏名

合計
医院名

医院住所

連絡先（TEL）

連絡先（Mail）

名

11/13（土）懇親会 , 11/15（月）ゴルフコンペ

参加申込書
「懇親会」
11/13（土）19：00頃から品川近辺で行う予定です。参加費は10,000円程度の予定。
会場などにつきましては未定です。先着順での受付とさせていただきます。

「ゴルフコンペ」
11/15（月）

東京よみうりカントリークラブ

〒206-0822 東京都稲城市坂浜685

電話：044-966-8800／FAX：044-954-5005／www.tokyoyomiuri.com

■参加費 5,000円（当日徴収）
■集合時間 7：10

■プレー費 約23,000円（各自精算）

■スタート IN/OUT 7：50（予定）

■8組（32名）

9月30日（木）までにお申し込みください。

上記につきましては、

先着順での受付とさせていただきますので、会場などの都合によっては
参加できない場合もございますので予めご了承の程よろしくお願いします。

懇親会参加申込
参加者氏名

勤務先医院名

ゴルフコンペ参加申込
参加者氏名

勤務先医院名

平均スコア

前日夜の宿泊希望

宿泊を希望する

上記にご記入の上 FAXでお申し込みください。

FAX： 03-5717-9930 （DC21事務局）

宿泊を希望しない

