デジタル・３Ｄメタルプリント矯正セミナー

英語逐次・日本語通訳

3D Metal Printed Orthodontics
最先端のCAD/CAM・デジタル矯正治療

SHU-lider™ System

World Pioneer
In 3D Printed Orthodontics

認定コース同時開催

Dr. Simon Graf 日本初講演

Dr. Simon Graf

Dr. Shuji Yamaguchi

■ Smile AG 歯科クリニック院長
（スイス・ベルプ市）
■ スイス・ベルン大学歯学部卒業
■ スイス・バーゼル大学大学院矯正歯科卒業
■ スイス歯学博士
■ スイス公認矯正歯科専門医
■ 3Dメタルプリント矯正の世界的先駆者

■ ドイチェ歯科・矯正歯科院長
■ 九州歯科大学卒業
■ ドイツ・デュッセルドルフ大学大学院矯正歯科卒業
■ ドイツ歯学博士
■ ドイツ公認矯正歯科専門医
■ 日独臨床歯科研究会代表
■ SHU-lider™System 開発者

東京開催決定!!

2020年4月5日
（日）

最先端のデジタル矯正治療である、
CAD/CAM技術を応用した『3Dメタルプリント矯正』が、ついに始動します。
３Ｄメタルプリント矯正システムの世界的第一人者である、スイスのDr. Simon Graf先生が初来日！本システムの開発、基礎
から臨床応用、そして最新のトピックまで余すことなく解説していただきます。世界各国で講演活動をされ、国際学会等でもた
いへん好評を博しているDr. Simon Graf先生の講演を聞ける絶好のチャンスです。
次世代型上顎臼歯移動システムのSHU-lider™ Systemについて、開発者のDr. 山口修二が詳しく解説いたします。
SHU-lider™装置は、デジタル技術で生まれた新しいデザインと機能をもつ日本発の革新的な装置です。本セミナーは、
SHU-lider™Ｓｙｓｔｅｍ認定コースの同時開催となります。
スイスと日本の最先端CAD/CAM・デジタル矯正の画期的なコラボレーション・セミナーに是非ご参加ください。

開催日時
受講定員

4 5

10：00〜17：00
令和 2 年 月 日
（日）

80名

申込方法
FAX: 048-658-1718 または HP: http//jg-dent.com
からお申込みください。

会場

東京国際フォーラム・ホールD1

◇東京都千代田区丸の内3-5-1 ◇JR有楽町駅より徒歩1分
◇代表電話: 03-5221-9000

歯科医師 ￥88,000 -（税込、昼食付）
歯科技工士・歯科衛生士・学生 ￥55,000 -（税込、昼食付）
受講料

主催 日独臨床歯科研究会 協賛 株式会社ASOインターナショナル

３Ｄメタルプリント矯正セミナー
フリガナ

FA X：048-658-1718

お申込締切日：令和2年3月31日

ご氏名をローマ字でご記入ください。

ご氏名

□歯科医師

□歯科技工士

□学生

□その他
（

□歯科衛生士
）

ご勤続先名
（大学名）
ご連絡先
□ご勤務先
□ご自宅
TEL

〒

FAX

E-mail

①申込書に必要事項をご明記の上FAXにてお申込みください。
お申込み ②指定口座に受講料をお振込みください。恐れ入りますが振込み手数料はご負担願います。銀行振り込みの振込明細書が領収書になります。
方法
③受講料の入金を確認し、正式申込とさせていただきます。受講料の返金は、ご容赦願います。

問い合わせ

振込み口座

みずほ銀行 大宮支店 447 普通1591748
日独臨床歯科研究会 山口修二

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-118-1モンクール宮町ビル3F
TEL：048-658-1716
E-mail: info@jg-dent.com URL: http://jg-dent.com

3D Metal Printed Orthodontics
Simon Graf

Ｄｒ．

■ Smile AG, Belp, Switzerland
Dentist, University of Bern 17.10.2007, 3
years orthodontic postgraduate program,
orthodontic department of the University
of Basel August 2009 - September 2012

Dr. Simon Graf has a speciﬁc interest in the translation of orthodontic procedures,
specially of orthodontic appliances, in the digital world. He started in the beginning
of 2014 with a cad/cam-procedure for 3D-metal-printed rapid-palatal-expansion
device(hyrax) directly from an intraoral scan. As soon he was able to establish a
standardized protocol for this appliance, he continued to work on the
Herbst-appliance, lingual arch etc. and proceeded to boneborne appliances. As the
materials are evolving, he is now working on acrylic direct printed removable
appliances and on combining different materials, with the goal to simpliﬁe the
patients and orthodontists life. He is lecturing about these topics since 2016
worldwide.

山口修二

Ｄｒ．

Shuji Yamaguchi

■ ドイツ・デュッセルドルフ大学大学院矯正歯科卒業
■ ドイツ歯学博士 (Dr. med. dent)
■ ドイツ公認矯正専門医
■ 日本・ドイツ歯科医師
■ ドイチェ歯科・矯正歯科院長
■ 日独臨床歯科研究会代表

従来のスライディング・メカニクスを応用し、
口蓋部矯正用アンカースクリューを使用した上
顎大臼歯遠心移動装置は、
症例によっては臼歯の傾斜や捻転を生じることがありました。
また、
ア
ンカースクリューに連結される上部構造が主に口蓋前方部に位置するため、
舌の違和感や舌の機
能的な問題が生じることもあります。
これらの問題を改善するために、
最先端のＣＡＤ／ＣＡＭ
技術を応用した口蓋部矯正用アンカースクリューに連結した新しいデザインの上顎臼歯遠心移
動装置であるSHU-lider™が日本で生まれました。
より精確に所期した位置に臼歯を移動させ、
さ
らに移動した臼歯を確実に固定したり、
舌のトレーニングの影響を少なくすることが可能です。
また、抜歯症例においても後方に最大の固定源を確立し、前歯や小臼歯を効率的にリトラク
ションを行うことができます。
最新デジタル技術、
矯正用アンカースクリュー、
革新的なデザイン
が融合して開発された日本発の装置です。
本セミナーは、
SHU-lider™ Systemの認定コースを含み、
本システムの基礎から臨床応用まで
学ぶことができます。
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-118-1モンクール宮町ビル3F
TEL：048-658-1716
E-mail: info@jg-dent.com URL: http://jg-dent.com

