2015年 北海道 第11期 実践インプラント

スタッフと学ぶ

ハンズオン３ヶ月コース

インプラントとティッシュマネージメント・GBRハンズオンコース
インプラントが長期的に安定するためには、
インプラントと十分な量・質をもった硬・軟組織へのティッシュインテグレーションそしてメインテナンスが重要です。
私達はどうしても新しい技術に目が移りがちですが、
高度な技術であればこそ、
その基となる原理・原則・基本が重要です。また、
先生のみならず、
スタッフさんを含めたチーム
としてのインプラント治療に対する理解、
アプローチも重要になってきます。このコースは「①インプラントの基本」
「②インプラント治療に必要なティッシュ・マネージメントの基本」
を
スタッフさんと一緒にハンズオンを通して学んでいただき、患者さんに喜ばれる「安心・安全・確実」なインプラント技術の習得を目的としており、
コース終了後のサポート体制
も確立されています。インプラントをこれから始められる先生、
症例数を増やしたい先生、
もう少しステップアップしたいとお考えの先生方のお役に立てるコースとなっております。

Course Director 高橋

徹次

ハンズオンコースの主な内容
◇ 骨結合型インプラントに対する正しい知識

◇ ハンズオン
（GBR・ティッシュマネージメント・ガイデッドサージェリー etc.）

◇ 確実なインフォームドコンセント法

◇ 歯科衛生士の研修

◇ 確実な診査・診断に基づく治療計画の立案

◇ 各種トラブルへの対応法

実践インプラント ハンズオンコース日程表

＜ 2015年 10月3日 〜 12月20日 ＞

インプラント総論・診査診断・植立実習
10月3日（土）

第1回

ｐｍ2：00 〜 ｐｍ7:00

両日とも
歯科衛生士 1名同伴

am9：00 〜 ｐｍ4:00

10月4日（日）

○ オリエンテーション

○ インプラント総論

○ インフォームドコンセント

○ インプラント治療の流れ

○ 診査・診断法/適応症・禁忌症

○ 術前処置・外科、保存、歯周処置、咬合の改善

○ ステントの概念と製作モデル

○ 植立デモと実習

○ CT装置の基礎と臨床活用

○ ガイデッドサージェリー、
デモ、実習

GBR、
リッジエクスパンジョン、材料学、上部構造製作
11月14日（土）
ｐｍ2：00 〜 ｐｍ7:00

第2回
11月15日（日）
am9：00 〜 ｐｍ4:00
両日とも
歯科衛生士 1名同伴

○ ソケットプリザベーションの概念

○ ボーンスプレッダーの術式と考察、骨質の改善

○ リッジエキスパンジョン

○ デモと実習

○ 材料学（骨補填材、
メンブレン）

○ HAインプラント活用術

○ １回法と２回法の適応症

○ ２次手術の術式とデモ（根尖側移動術 他）

○ 術後のケアとメンテナンス、免荷治癒期間の対処法

○ インプラント上部構想の概念

○ プロビジョナルレストレーションの活用法、製作法 ○ セメント固定法、
スクリュー固定法の製作法と適応症
○ 上部構造体の材質

○ CAD/CAMを活用した上部構造製作

○ デモと実習

○ アタッチメント義歯の臨床

○ 歯科用レーザー活用術

○ 症例検討会

GBR、歯周外科の基本、歯周形成外科、
コンサルテーション

第3回
両日とも
歯科衛生士 1名同伴

12月19日（土）
ｐｍ2：00 〜 ｐｍ8：00

12月20日（日）
am9：00 〜 ｐｍ4:00

○ 歯周外科：切開、縫合の基本と術式解説、
デモと実習

○ GBRの概念：術式の解説、
デモと実習

○ インプラントのための歯周形成外科、
デモと実習

○ 遊離歯肉移植術/結合組織移植術

○ ティッシュマネージメント
（骨膜減張切開、骨膜縫合、等）デモと実習
○ 患者の信頼を得るインプラントコンサルテーション

○ 症例検討会
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講師
越智 守生教授

安東 俊夫先生

今宮 克明先生

柳 智哉先生

糸瀬 正通先生

日本口腔インプラント学会 指導医
北海道医療大学 教授

国際口腔インプラント専門医学会 認定医
近未来オステオインプラント学会 指導医
（福岡県開業）

日本口腔インプラント学会 専門医
近未来オステオインプラント学会 指導医
（旭川市開業）

日本口腔インプラント学会 専門医
近未来オステオインプラント学会 認定医
（滝川市開業）

国際口腔インプラント専門医学会 指導医
近未来オステオインプラント学会 会長
（福岡県開業）

札幌市産業振興センター 会議室

会場

〒003-0005 札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1

財団法人 さっぽろ産業振興財団

歯科医師 20名（定員になり次第締切）

定員

380,000円（消費税込、研修・実習材料・教材・昼食・懇親会費を含む）

研修費

振込口座

高橋 徹次先生
日本口腔インプラント学会 専門医
近未来オステオインプラント学会 指導医
（釧路市開業）

※振込手数料はお振込み人様負担となります。

三菱東京UFJ銀行 新大阪北支店
（普）0082499「

」

※お振込みの際は、貴医院名と個人名を併記してください。
※お振込み後のご返金はいたしかねますので、
ご了承ください。
※銀行より発行されますお振込みの控えをもって領収書とさせていただきます。

札幌営業所 ｢実践インプラント スタッフと学ぶ ハンズオン３ヶ月コース｣係
お申込み
お問合せ

〒060-0001 札幌市中央区北一条西3丁目3ＭＮビル9F
TEL：０１１-５５５-３２８８ FAX：０１１-２８１-６５２５

担当：宮﨑

参加ご希望の先生は、必ずお電話にて空席状況をご確認の上、
参加申込書を送付もしくはFAXにて送信し、
申込金10万円をお振込みください。
ご入金の確認をもって正式受付といたします。
なお、初回のコース開催日までに残金をお振込みください。
お申込み後のご返金はいたしかねますので、予めご了承ください。

※コース内容、
日程、会場などにつきましては予告無く変更される場合がございます。
ご了承ください。
日本歯科インプラント器材協議会

本コースはインプラント治療とインプラントシステムに対する理解を目的とした基礎コースです。インプラント治療未経験の先生方は、専門学会の研修や大学の卒後教育等を併せて受講されることをお薦めします。

札幌営業所 担当：宮崎 宛

FAX ０１１-２８１-６５２５

2015年 北海道 第11期 実践インプラント スタッフと学ぶ ハンズオン３ヶ月コース 参加申込書
研修費 380,000円（税込）は

月

日に

□ 振込みました。 □

フリガナ

ご住所

貴医院名

〒

□ 医院
□ 大学
□ 自宅

フリガナ

お名前

TEL

ローマ字表記※
フリガナ

FAX

同伴歯科衛生士

E-mail

今までに使用された
インプラント

振込む予定です。

（

年）

特約店名

※修了証発行のため必ずローマ字表記を明記してください。
当社は、本研修会の参加申込みにより、取得した個人情報を厳重に管理し、
あらかじめご本人の同意を得ることなく第三者に提供することはいたしません。
当社での個人情報の利用目的は右記の通りです。 1.本研修会の運営および、
それに伴うご連絡。 2.京セラメディカル株式会社からの各種情報のご案内。
なお、当社からの各種情報の案内をご希望されない場合は、下記のチェックボックスに印をお付けください。
（印がついてない場合には、希望すると判断させていただきます。）
□ 京セラメディカル株式会社からの各種情報の案内を希望しません。

