
金属光造形複合加工医療機器フォーラム

10周年記念シンポジウム開催のご案内

拝啓 清明の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さてこのたび、金属光造形複合加工医療機器フォーラムは設立から10周年を迎え、記念

シンポジウムを下記のとおりハイブリッド開催いたしますので、ご案内いたします。
記念シンポジウムでは、基調講演をはじめ各界からの貴重な話題提供をいただきます。

また、フォーラム活動のこれまでの歩みを振り返るとともに、今後の活動について新たな
道筋を共有し、技術の発展普及と人々の健康維持に貢献できるものと考えております。

本シンポジウムは、下記の日時、内容にて行います。ぜひ、多数の方々にご参加いただ
きたく、ご案内申し上げる次第です。ふるってご参加ください。なお、会場ではCOVID-
19感染症対策にご協力いただけますようお願い申し上げます。

2022年4月吉日
フォーラム事務局

記

＜日 時＞ 2022年6月11日（土） 13:00～17:00
＜場 所＞ ・鶴見大学記念館 記念ホール(496人収容)

〒230-8501 横浜市鶴見区鶴見2-1-3
・Zoomによるオンラインウェビナー

＜参加費＞ 講演会 フォーラム会員：¥2,000.- フォーラム非会員：¥3,000.-
＜内 容＞ （変更の可能性があります）

https://www.matsuura.co.jp/japan/mediforum/

＜参加申込＞ 参加者の「氏名」「会社名」「会社住所」「所属部署」「電話番号」「電子メール
アドレス」「会員/非会員/代理/報道関係」「会場出席/オンライン出席」を下記宛先まで、電子
メールにてお送りください。折り返し、参加費の振込先、会場アクセス、ZoomのURL等の情報を
お知らせいたします。
メール宛先：「事務局」市村 michimura@matsuura.co.jp, 高原 mitsuyo@matsuura.co.jp
メール件名：「医療機器フォーラム10周年記念シンポジウム参加申込」
＜申込締切＞ 2022年5月27日（金） （150名程度のお申し込みで締め切ることがあります）

内容 担当／講演者(敬称略)
12:00 - 13:00 (60分) 受付 （Zoom開始 12:30)
13:00 - 13:05 (5分) 開会挨拶 大久保会長
13:05 - 13:15 (10分) 令和4年度総会報告 事務局
13:15 - 13:30 (15分) 記念式典 事務局
13:30 - 13:55 (25分) 基調講演1 東京歯科大学　小田豊
13:55 - 14:20 (25分) 基調講演2 鶴見大学　大久保力廣
14:20 - 14:45 (25分) 基調講演3 大阪歯科大学　樋口鎮央
14:45 - 15:15 (30分) 休憩および協賛講演 ー
15:15 - 15:35 (20分) 講演1 産業技術総合研究所　岡崎義光
15:35 - 15:55 (20分) 講演2 東京医科歯科大学　高市敦士
15:55 - 16:15 (20分) 講演3 株式会社アイディエス
16:15 - 16:35 (20分) 講演4 株式会社松浦機械製作所
16:35 - 16:55 (20分) 総合討論 司会：岡崎理事
16:55 - 17:00 (5分) 閉会挨拶 服部副会長

時間

https://www.matsuura.co.jp/japan/mediforum/
mailto:michimura@matsuura.co.jp
mailto:mitsuyo@matsuura.co.jp


フォーラム10年間の歩み

Year Activity Initiative
2011 金属光造形複合加工医療機器フォーラム設立 -
2013 Ti-Cr合金の造形評価 東京歯科大学
2015 義歯モデルの造形 松浦機械製作所
2015 カスタムアバットメントの試作 白鵬DTI
2016 Co-Cr 合金造形物の機械特性と異方性の評価 鶴見大学
2016 造形クラスプの適合性評価 鶴見大学
2017 カスタムアバットメントの試作#2 白鵬DTI
2017 歯科フレームワークの試作と試適評価 鶴見大学
2018 大腿骨コンポーネント試作 産業技術総合研究所
2019 64チタン製インプラントブリッジフレームの試作 白鵬DTI
2020 クラスⅡ医療機器製造販売業許可取得 松浦機械製作所
2020 LUMEX Avanceｰ25 Dental の医療機器登録完了 松浦機械製作所

原則年2回のシンポジウム(講演会・情報交換会)を軸に下記のような活動を実施

会員構成

役員 10名
賛助会員（企業会員) 6社
一般会員（個人会員） 150名

金属光造形複合加工医療機器フォーラムとは

https://www.matsuura.co.jp/japan/mediforum/

研究者、ユーザーを問わず産・官・学の多くの方々の知恵を集め、金属光造
形複合加工法による医療機器製作の課題と可能性を議論することで、ニーズの
掘り起こしと技術的シーズの更なる改良に寄与します。
詳しくは右のURLをご覧ください。

https://www.matsuura.co.jp/japan/mediforum/
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2022年 4月吉日 

各位 

金属光造形複合加工医療機器フォーラム 

会長  大久保力廣 

 

10周年記念シンポジウムのご案内 
 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

金属光造形複合加工医療機器フォーラム第 18回シンポジウムを下記の通り開催致したく、ここに

ご案内申し上げます。当フォーラムは設立 10周年を迎え、記念シンポジウムとして開催させていた

だく所存です。COVID-19感染は一定の落ち着きを見せてはおりますが、諸般の事情を鑑み、講演会

とオンライン開催のハイブリッド形式とさせていただきます。万障お繰り合わせの上、ご参加下さい

ますようお願い申し上げます。 

参加をご希望の方は別紙の＜フォーラム出欠確認票＞にてご回答下さい。またご来場の節は、本ご

案内末の COVID-19感染症対策にご協力いただけますようお願い申し上げます。 

 

準備の都合等がございますので、2022年 5月 27日（金）までに、事務担当（松浦機械製作所 市

村、高原）まで FAXまたは Eメールにてご連絡下さいますようお願い申し上げます。 

 

＜出欠送付先＞ 

FAX: 0776-56-8154（金属光造形複合加工医療機器フォーラム事務局宛） 

E-mail: michimura@matsuura.co.jp（市村）、mitsuyo@matsuura.co.jp（高原） 

敬具 

記 

 

＜日 時＞   2022年 6月 11日（土） 13:00～17:00 

＜場 所＞    どちらでご参加されるかを予めお申し込みください。 

・鶴見大学記念館 記念ホール(496人収容) 

    〒230-8501 横浜市鶴見区鶴見 2-1-3 

・Zoomによるオンライン開催（詳細は参加者に別途ご案内します） 

＜参加費(年会費)＞ フォーラム会員：¥2,000. (2022年度年会費として)   

フォーラム非会員：¥3,000. 

6月 3日（金）までにお振込み下さい。 

本年度分会費をすでにお納めの方（昨年、一昨年からの繰り越しも含む）は 

参加費不要です。会員の皆様には本年度分会費のご案内を別途お送り致します。 

 

＜内 容＞ （変更の可能性があります） 

 
以上 

内容 担当／講演者(敬称略)

12:00 - 13:00 (60分) 受付 （Zoom開始 12:30)

13:00 - 13:05 (5分) 開会挨拶 大久保会長

13:05 - 13:15 (10分) 令和4年度総会報告 事務局

13:15 - 13:30 (15分) 記念式典 事務局

13:30 - 13:55 (25分) 基調講演1 東京歯科大学　小田豊

13:55 - 14:20 (25分) 基調講演2 鶴見大学　大久保力廣

14:20 - 14:45 (25分) 基調講演3 大阪歯科大学　樋口鎮央

14:45 - 15:15 (30分) 休憩および協賛講演 ー

15:15 - 15:35 (20分) 講演1 産業技術総合研究所　岡崎義光

15:35 - 15:55 (20分) 講演2 東京医科歯科大学　高市敦士

15:55 - 16:15 (20分) 講演3 株式会社アイディエス

16:15 - 16:35 (20分) 講演4 株式会社松浦機械製作所

16:35 - 16:55 (20分) 総合討論 司会：岡崎理事

16:55 - 17:00 (5分) 閉会挨拶 服部副会長

時間
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***************************************************************************************** 

 

＜金属光造形複合加工医療機器フォーラム 10周年記念シンポジウム 出欠確認票＞ 

 

 

2022年    月    日 

__________________________________________ 

株式会社松浦機械製作所 技術本部内 

金属光造形複合加工医療機器フォーラム事務局 

市村 誠／高原 光代 行 

FAX TO: 0776-56-8154                 

 

 

お名前：                                 

 

勤務先：                                 

 

所属部署：                                

 

連絡先住所：〒                              

 

TEL：                                  

 

FAX：                                  

 

E-mail：                                 

 

 

＊該当するところを○で囲んで下さい。 

 

     ・当フォーラムの   会員       非会員       学生 

 

 

          会員の代理              報道関係者 

 

 

・講演会：    会場出席    オンライン出席    欠席 

 

 

 

【会場にご来場の方々への COVID-19感染症対策ご協力のお願い】 

 

・ 発熱、風邪症状がみられる場合はご来場の自粛をお願いいたします。なお、会場出席からオンラ

イン出席にご変更の際には、極力対応いたしますので事前にメール(michimura@matsuura.co.jp

市村)にてご連絡ください。 

・ 会場へご入場の際には、以下の対策をお願いいたします。 

 手指の消毒 

 検温 

 前日、前々日の体温のご申告 

・ 会場内ではマスクの着用をお願いいたします。また、咳エチケットにもご配慮ください。 

・ 会場内では、前後左右の間隔を開けて密にならないようご着席願います。 

・ その他、当該施設の利用案内にしたがってください。 
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下記口座への振込みをお願いします。 

 

＜郵便局送金の場合＞ 

郵便局  

〔記 号〕 １３３３０  

〔番 号〕 １４３８４５７１  

〔名 前〕 金属光造形複合加工医療機器フォーラム  

キンゾクヒカリゾウケイフクゴウカコウイリョウキキフォーラム 

 

＜銀行送金の場合＞  

ゆうちょ銀行  

〔店 名〕 三三八 （読み：さんさんはち）  

〔店 番〕 ３３８  

〔預金種目〕 普通預金  

〔口座番号〕 １４３８４５７  

 

 

 

会費振込方法と手数料について  

（1）現金での払込み  

郵便局/ゆうちょ銀行窓口での電信払込み：手数料¥540（次頁払込み用紙にて）  

（2）ゆうちょ銀行からの振替（口座間の送金）  

・窓口：手数料¥144  

・ATM：月 3 回まで無料、4 回目以降¥123  

・ゆうちょダイレクト（ネットバンキングサービス）：月 5 回まで無料、6 回目以降¥113  

（3）他金融機関からの振込み  

窓口/ATM/ネットバンキング：各金融機関規定の振込み手数料 
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