
ついに日本におけるデジタルデンチャーの臨床実用開始！
義歯補綴のデジタル化新時代、特別記念オンラインセミナー

株式会社バイテック・グローバル・ジャパン International Conference Services Ltd. 
Vancouver/Toronto/Denver/London/Barcelona
Vienna/Tokyo/Singapore 参加お申込み／詳細はこちら

DDSJ2020特設Webサイト
＜主催＞ ＜運営サポート＞

＜共催＞ ＜協賛＞

〒104-0052 東京都中央区月島2-14-12 月島セントラルビル3F 　TEL：03-6824-9190

www.bitecglobal.jp

1.2020年11月26日（木）20:00～22:40 ／ 2. 2020年12月13日（日） 9:30～12:10 ／3.2020年12月19日（土）19:30～22:10【会期】
歯科医師：＜早割＞18,000円  ＜通常＞23,000円 ｜ 歯科技工士：＜早割＞13,000円  ＜通常＞18,000円 ｜ 学生割引：＜早割＞ 8,000円  ＜通常＞13,000円
企業・一般：＜早割＞20,000円  ＜通常＞25,000円

【参加費（税別）】

1.DENTCAトレースターターキット 参加者特別価格 15,750円（税別）（※通常価格17,500円）／2.3Dプリントデンチャー お試しクーポン10,000円進呈／3.講演内容・特別動画が特設サイトにて視聴可能【参加特典】
※早割とは10月31日までの早期お申し込み特別価格です。 ※学生割引には各種特典はつきません。
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デジタルデンチャーの今と未来
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https://ddsj2020.com/

第1部
3D プリントデンチャー開発者、南カリフォルニア大学 Dr.Kim による開発秘話と将来展望特別講演

ついに日本上陸！3D プリントデンチャーの実践（臨床工程・実技・技工デザイン・実臨床での利用）第2部



セミナープログラム

最新のデジタルデンチャーとそのソリューションを体感する
「Digital Denture Start Up in Japan 2020」
「Digital Denture Start Up in Japan 2020」は、デジタルデンチャー（義歯）の国内最大級のイベントです。

2020 年、いよいよ日本においてデジタルデンチャーの臨床活用がスタートします。そのスタートアップを記念して、デジタルデンチャーの最前線

にいる教授陣、3D プリントデンチャーのトップ企業であるアメリカの DENTCA 社の創業者であり 3D プリントデンチャーシステムの開発者である Dr. Tae 

Hyung Kim による講演の他、臨床・技工のデモンストレーションを通じて、最新の技術動向や臨床活用のヒントをいち早く体感いただくことができます。

また、イベント内でご紹介するデジタルデンチャーについては、当日より臨床でご利用が可能です。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

本セミナーは下記の日程にて、本特設サイト内にてオンラインにて開催いたします。全日程とも講演内容は同じです。

デジタルデンチャーの最前線で活躍する豪華な講師陣が登壇いたします。

【会期】 2020年11月26日（木）20:00～22:40 2020年12月13日（日） 9:30～12:10 2020年12月19日（土）19:30～22:10

スピーカー紹介

第1部 デジタルデンチャーの今と未来

東京医科歯科大学 大学院
医歯学総合研究科 医歯学系専攻 老化制御学講座 高齢者歯科学分野 教授

水口 俊介 先生

｜経歴
1983 年 東京医科歯科大学歯学部歯学科 卒業
1987年 東京医科歯科大学大学院歯学研究科 修了
1989 年 東京医科歯科大学歯学部高齢者歯科学講座助手
2001年 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔老化制御学分野講師
2001年 ロマリンダ大学歯学部 Visiting Research Professor
2005 年 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
　　　   高齢者歯科学分野助教授
2008 年 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
　　　   全部床義歯補綴学分野教授
2013 年 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
　　　  高齢者歯科学分野教授
2020 年 東京医科歯科大学歯学部附属病院長

東京歯科大学 老年歯科補綴学講座 主任教授

上田 貴之 先生

｜経歴
1999 年 東京歯科大学卒業
2003 年 東京歯科大学大学院歯学研究科修了
2003 年 東京歯科大学・助手
2007年 東京歯科大学・講師
2007年 長期海外出張
　　　  （スイス連邦・ベルン大学歯学部補綴科客員教授）
2009 年 東京歯科大学復職
2010 年 東京歯科大学・准教授
2019 年 東京歯科大学老年歯科補綴学講座・主任教授

東京医科歯科大学 大学院
医歯学総合研究科 医歯学系専攻 老化制御学講座 高齢者歯科学分野 講師 

金澤 学 先生

｜経歴
1996 年 私立浅野高等学校卒業
2002 年 東京医科歯科大学歯学部卒業
2006 年 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科
　　　   全部床義歯補綴学分野 修了． 博士（歯学）
　　　   東京医科歯科大学 歯学部附属病院 義歯外来 医員
2008 年 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科
　　　   高齢者歯科学分野 助教
2013 年 -2014 年 マギル大学 客員教授
　　　　Visiting professor Oral Health and Society, Faculty 
　　　　of Dentistry, McGill University
2019 年 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科
　　　   高齢者歯科学分野 講師

東京歯科大学
老年歯科補綴学講座 講師

竜 正大 先生

｜経歴
2005 年 東京歯科大学卒業
2009 年 東京歯科大学大学院歯学研究科（歯科補綴学）修了
2009 年 東京歯科大学有床義歯補綴学講座 助教
2014 年 スイス連邦・バーゼル大学歯学部補綴科 客員教授
2015 年 東京歯科大学老年歯科補綴学講座 助教 ( 改組による)
2016 年 東京歯科大学老年歯科補綴学講座 講師（現職）

南カリフォルニア大学 歯学部補綴学分野 臨床准教授
DENTCA Inc. 創業者

Dr. Tae Hyung Kim

｜経歴
南カリフォルニア大学（USC） 歯学部（ハーマン・オストロウ
歯学部）大学院修了
ソウル大学校（韓国）修了（博士）
南カリフォルニア大学歯学部 補綴学分野チェアマン現任
3Dプリントデンチャーを提供するDENTCA社の創業者（ファウンダー）

｜主な活動
デジタルデンチャー、インプラントリサーチ、バイオマテリア
ルの各分野にて数々の賞と特許を取得。
USC では CAD/CAM デンチャーの講座を持ち、デジタルデン
チャー及び最新技術を用いた補綴教育にフォーカスした教育
を行っている。また、義歯補綴の著書を多数執筆している。

HILIFE DENTURE ACADEMY 学術統括責任者
大阪大学 大学院 顎口腔機能再建学講座 臨床准教授

松田 謙一 先生

｜経歴
2003 年 大阪大学歯学部卒業
2007年 大阪大学大学院歯学研究科 修了 学位取得（歯学博士）
2007年 大阪大学大学院歯学部附属病院 第二補綴科 医員
2008 年 公益社団法人日本補綴歯科学会 専門医取得
2009 年 大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座 助教
2016 年 公益社団法人日本口腔インプラント学会 専修医取得
2017年 一般社団法人日本老年歯科医学会 認定医取得
2019 年 公益社団法人日本補綴歯科学会 指導医取得
2019 年 大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座 臨床講師
2019 年 医療法人社団ハイライフ 大阪梅田歯科医院 院長就任
2020 年 大阪大学大学院歯学研究科
　　　   顎口腔機能再建学講座 臨床准教授

SPECIAL GUEST MODERATOR

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科
医歯学系専攻 老化制御学講座 高齢者歯科学分野 教授
水口 俊介 先生

デジタルデンチャーが求められる時代背景と将来展望

20min講演1-1.

東京歯科大学 老年歯科補綴学講座 主任教授
上田 貴之 先生

デンチャー製作のデジタル化は、臨床をどう変えるか？

20min講演1-2.

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科
医歯学系専攻 老化制御学講座 高齢者歯科学分野 講師
金澤 学 先生

デジタルデンチャーの最近研究と最先端テクノロジー

17min講演1-3.

東京歯科大学 老年歯科補綴学講座 講師
竜 正大 先生

デジタルデンチャーの特徴とその可能性

17min講演1-4.

モデレーター：松田 謙一 先生（ハイライフデンチャーアカデミー）
パネリスト：
水口 俊介 先生、上田 貴之 先生、金澤 学 先生、竜 正大 先生

視聴者からのご質問からデジタルデンチャーの未来を考える

25minパネルトーク1-5.

第2部 ついに日本上陸！3Dプリントデンチャーの実践

南カリフォルニア大学 歯学部補綴学分野 臨床准教授
DENTCA Inc. 創業者
Dr. Tae Hyung Kim

3D プリントデンチャーの開発秘話と将来展望

20min講演2-1.

東京歯科大学 老年歯科補綴学講座 講師
竜 正大 先生

3D プリントデンチャーの臨床工程と実技

10min臨床講義2-2.

株式会社バイテック・グローバル・ジャパン
代表取締役 鷲巣 祐介

実臨床における 3Dプリントデンチャーの実践
～従来法との違いを体感する～

7min実践紹介2-4.

クルツァージャパン株式会社

3Dプリントデンチャー「DENTCAシステム」の技工デザインの実践

7min実践紹介2-3.

※「早割」は10月31日までの早期お申込み特別価格です。 ※学生割引には各種特典はつきません。
（すべて税別）

DDSJ2020特設Webサイト

参加お申込み
セミナー詳細はこちら

https://ddsj2020.com/

株式会社バイテック・グローバル・ジャパン 
〒104-0052 東京都中央区月島2-14-12 月島セントラルビル3F 　TEL：03-6824-9190

www.bitecglobal.jp

参加費 お得な早割は10月31日お申込みまで！

参加特典

歯科医師：　＜早割＞18,000円  ＜通常＞23,000円 
歯科技工士：＜早割＞13,000円  ＜通常＞18,000円
学生割引：　＜早割＞ 8,000円  ＜通常＞13,000円
企業・一般：  ＜早割＞20,000円  ＜通常＞25,000円

1.DENTCAトレースターターキット 参加者特別価格 15,750円（税別）
（※通常価格17,500円）
2.3Dプリントデンチャー お試しクーポン10,000円進呈
3.講演内容・特別動画が特設サイトにて視聴可能


