
オリジナル画像 MAR画像

メタルアーチファクト除去機能（MAR）

※10月21日より、販売開始予定です。

パノラマ・CT
トロフィーパン スープリーム 3Dハイドロソニック　プロ

セミナー
ルーム 14：30 - 15：30

土屋 和子 歯科衛生士

臨床的に理解する解剖学
＆デリケートブラッシング

生涯研修セミナー 10 日

開催場所 ： 東京ビッグサイト 西1・2ホール開催場所 ： 東京ビッグサイト 西1・2ホール
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セミナー
ルーム 11：30 - 12：30

和田 圭祐 先生

和田歯科医院　副院長

レーザーを用いた
簡単で低侵襲な治療
～外科処置から再生療法まで～

音波式電動歯ブラシ

● 一般的名称 ： デジタル印象採得装置  / 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　◎承認番号 ： 30100BZX00079000（管理 特管）
● 一般的名称 ： デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線診断装置  / アーム型Ｘ線CT診断装置　◎認証番号：231ACBZX00008000（管理 特管 設置）
● 一般的名称 ： 歯科用ユニット　販売名：エクシード Cs　◎認証番号：228AKBZX00083000（管理 特管 設置） ※エクシードCs PREMIUMの販売名は「エクシードCs」です。

エクシードシェーズ

より快適に、より使いやすく進化した、
エクシードCsプレミアムの誕生です。

トロフィー社独自のMARアルゴリズムが
SUPREMEな画像処理を実現。

デジタル印象を身近な存在に。
高画質・フルカラーのスキャンデータが
採得可能です。

歯科用ユニット

生涯研修セミナーブース

ヨシダブースのご案内 ブースNo.2-013

09

※11月21日より、販売開始予定です。

簡単位置づけで、
メタルアーチファクトも除去!！

ヨシダホームページのご案内もぜひご覧ください。

独自開発のCUREN®繊維を使用!！
至福の磨き心地をお届けします。

クーレン

新商品やオス
スメ商品、

　　多数展示
しております

! !

口腔内スキャナー

高速・簡単
・高精度スキャン!!



ブースMAP

ヨシダブース平面図（西2ホール）

全体図
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支台歯形成

小川 洋一 先生
東京ステーション歯科クリニック　院長

基礎からわかる
支台歯形成と印象採得が
上手くなるためのポイント

13：20 - 14：00
11：50 - 12：20

渥美 克幸 先生
デンタルクリニックK　院長

14：10 - 14：50
11：00 - 11：40

レーザー

津川 順一 先生
つがわ歯科・矯正歯科　院長

日常臨床における、CO2レーザーと
半導体レーザーの有効活用

～マイクロスコープを使ったレーザーの活用まで～

12：30 - 13：10
10：10 - 10：50

和田 圭祐 先生
和田歯科医院　副院長

簡単かつ低侵襲な
日常臨床での外科処置から
再生療法への効果的応用

00：00 - 00：00

杉山 幸菜 歯科衛生士
新百合ヶ丘南歯科　勤務

セルフケアの質を高めるために
人に伝えたくなる！「CURAPROX」

13：00 - 13：45
15：00 - 15：45

予防（クラプロックス）

9 土

10 日

10 日 10 日 10 日15：00 - 15：4010 日

16：00 - 16：45
17：00 - 17：45

柿本 薫 歯科衛生士
麻生歯科クリニック　勤務

伝わる！患者が動くＴＢＩ

10：00 - 10：45
11：30 - 12：15
14：00 - 14：45

芝野 望 歯科衛生士
麻生歯科クリニック　勤務

使ってみてわかる
クラプロックス歯間ブラシの効果

10：30 - 11：15

12：30 - 13：15
13：30 - 14：15
14：30 - 15：15

土屋 和子 歯科衛生士

クラプロックスの誤解を解く

12：00 - 12：45
16：00 - 16：45

13：00 - 13：45
15：00 - 15：45
16：30 - 17：15

9 土 9 土 9 土

10 日 10 日 10 日

12：00 - 12：45
14：00 - 14：45
15：30 - 16：15

YOSHIDAブース
2-013

・

生涯研修セミナーC、D・

生涯研修セミナーブース

吉久保 典子 歯科衛生士
小池歯科医院　勤務

新感覚！クラプロックスで
叶えるプラークオフ！

11：00 - 11：45
12：30 - 13：15
14：30 - 15：15

高山 祐輔 先生
新百合ヶ丘南歯科　院長

歯科医師がかかわる
CURAPROXを用いた「セルフケア」

13：30 - 14：15
15：30 - 16：1510 日 10 日

全セミナー タイムスケジュール 〈ヨシダブース内会場〉

〈生涯研修セミナー会場〉

12：30 栗原 一雄 先生

12：00 土屋 和子 歯科衛生士

12：00 福島 淳夫 先生

11：50

津川 順一

先生

11：30 柿本 薫 歯科衛生士

11：30 和田 圭祐 先生

11：00 吉久保 典子 歯科衛生士

11：00 渥美 克幸 先生

11：00 小窪 秀義 先生

10：30 芝野 望 歯科衛生士

10：10 先生

10：00 柿本 薫 歯科衛生士

10：00 関 千俊 先生

9：30
杉山 幸菜

先生

歯科衛生士

17：00 杉山 幸菜 歯科衛生士

16：30 土屋 和子 歯科衛生士

16：00 杉山 幸菜 歯科衛生士

15：30 柿本 薫 歯科衛生士

15：00 土屋 和子 歯科衛生士

15：00 辺見 浩一 先生

14：30 芝野 望 歯科衛生士

14：00 柿本 薫 歯科衛生士

13：30 芝野 望 歯科衛生士

13：00 土屋 和子 歯科衛生士

13：00 栗原 一雄 先生

12：30 芝野 望 歯科衛生士

12：00 柿本 薫 歯科衛生士

マイクロスコープ

栗原 一雄 先生
デンタルオフィス武蔵浦和　院長

マイクロスコープ入門
～導入して変わること～

12：30 - 14：00
13：00 - 14：309 土

10 日

辺見 浩一 先生
恵比寿ヘンミデンタルオフィス　院長

マイクロスコープで変わる
感染根管治療

15：30 - 17：00
15：00 - 16：309 土

10 日

杉山 幸菜 歯科衛生士
新百合ヶ丘南歯科　勤務

歯科衛生士のためのマイクロスコープ活用セミナー

9：30 - 11：0010 日

CAD/CAM・CT

関 千俊 先生
関歯科医院　院長

Next Digital Solution
～CADCAM+CBCTの連動性が
新しい次元の治療を可能に～

13：00 - 14：00
10：00 - 11：00

小窪 秀義 先生
宮崎総合歯科　理事長

進化するデジタルデンティストリー
 ～最新の補綴診療と新型CBCT～

14：00 - 15：00
11：00 - 12：00

福島 淳夫 先生
福島歯科医院・マリデンタルクリニック　副院長

新時代プラットフォームによる
デジタルネイティブ新CT登場

「CT第3の波到来」

15：00 - 16：00
12：00 - 13：0010 日 10 日 10 日

9 土 10 日

生涯研修セミナー

14：30 土屋 和子 歯科衛生士

クラプロックス レーザー 感染制御 支台歯形成
CAD/CAM・CT マイクロスコープ

高山 祐輔

小川 洋一

13：30 高山 祐輔 先生

12：30 先生津川 順一

12：30 吉久保 典子 歯科衛生士

13：00 関 千俊 先生

13：00 杉山 幸菜 歯科衛生士

小川 洋一13：20 先生

14：00 小窪 秀義 先生

14：00 柿本 薫 歯科衛生士

14：10 渥美 克幸 先生

14：30 吉久保 典子 歯科衛生士

15：00 福島 淳夫 先生

15：00 和田 圭祐 先生

15：00 杉山 幸菜 歯科衛生士

15：30 辺見 浩一 先生

15：30 高山 祐輔 先生

16：00 土屋 和子 歯科衛生士

高山 祐輔 先生
新百合ヶ丘南歯科　院長

Poseidonを活用した
感染制御と日常臨床

感染制御

IN/OUT

IN/OUT

ヨシダホームページより
お申込みください。

マイクロスコープ
実習セミナーについて

事前申込み必須

各8名
定員


