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日常のCR修復をワンランクアップさせるための

知識とテクニック

コンポジノトレジン修復を成功させるためには、
適 tyJな 1/1料 を用いて一つ一つのステップを丁寧
かつ確実に行うことが重要です。本セミナーでは、
その中でも'光 Л〔射器"と ｀

研磨器羽"に 焦点をあて、
臨床の 立場 から使 用する上での 重要性 とテクニック

につ いて解 説 い たします 。

●随時開催

KaVoが目指すデジタルデンティストリーは
″
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″から:
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・
が 重要 視 され 、術

者の技 能 に大きくノ1イ iさ れる分野でありました このド

グマをオ「ち破る画期的なKaVoシ ステムであるアルク

スデ イグマ Ⅱで“見 える咬 合採 得
・の実 際 を、ライブ

デモ ンストレーションでご覧 ∬1き ます 11[に でもできる

高精 度れ,級 治療 の 人 [を り[非 体 !よ してください

まもと歯科讐院

長山本 司将 先生

【経歴】
2004年 岡山大学歯学部卒業
2004年 一般歯科医院にて勤務
2012年  ベルギー王国

フランダース政府留学生

としてしeuven catho"c
Univer■ tyに留学

2013年  石川歯科勤務

【団体】
OTNG(Tokai Next Ceneration)

05-D SPiS
O日 本歯内療法学会
01ADR(nternational Assoc ation

Oof Dental Research)

【経歴】
2002年  愛知字院大学大学

院歯学研究科修了
2002年  愛知字院大学歯学部助手
2005年  愛知学院大学歯学部講師
2010年  やまもと歯科書院 開業

【所属】
●カボデンタルシステムズジャハン
オフィシャルアドバイザー

●日本補綴歯科学会 専門医
●ShurenkЫ 学術 研究担当

・ 愛知学院大学歯学部

冠・橋義歯学講座 非常勤講師
0三河歯科衛生専門学校

非常勤講師

プレパレーションカを高める

優れたトルク伝達・静音・低振動で
ヘッドサイズ小型化を実現 _2011

・ 安全性と耐久性と衛生性を兼ね備えた

0 000001bar以 下 約 1秒 でバーの回転が停止

・ 高音域をl10え た静言設計

・ 視野角度が改良され より優れた可視性

・ 他社カプリンク対応モテル(M8700LS)

・ 交換可能なスプレー水フィルター

マスタートリレク
ー般的名称 :歯 科用ガス圧式ハンドピース

管理医療機器 ,キ 定保守管理医療機器

医療機器認証番号 225A BZX00056000

Demi Ultra SonlcFill‐

・ ヘッドサイズ小型化を実現

・ KaVo独 自の

トリブルギアシステム

・ 優れたチャック保持カ

・ 交換可能な

スプレー水フィルター

マスターマティンク
ー般的名称 :ス トレート ギアードアングルハンドピース

管理医療機器 1寺 定保守管理医療機器

医療機器認証番号 227A BZX00026000

ウルトラキャハシタ1答載LED光照射器

デミウルトラ
歯 科重 合用光 照射 器

一般 医療機 器 |1定保 守 管理 医療機 器

医療機 器 届 出番号 2701X00039111100

より安全で優れたアクセス性を実現

音波1辰動充 j買式ハルクフィルヨンホシットレジン

ソニックフィル
歯 科用 空 気駆 動式 ハンドヒース

管理 医療機 器 特定保 守管理 医療 機器

医療 機器 承 認 番号 :225000Z× O0518000
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