
Meikai University & Asahi University School of Dentistry

■講　師：林　丈一朗 Joichiro Hayashi

■概　要：歯周病の主な原因はもちろんプラークですが、それ以外にもプラーク増加因子、外傷性因子、

全身性因子など、様々な病因因子とリスクファクターが関与して発症する多因子性疾患でもあります。

歯周治療を成功させるためには、まずこれらの因子を見落とさないことが重要です。また、ただ漫然

とＴＢＩとスケーリングを始めても、治療期間が長い歯周治療に患者さんはついてきてはくれません。

治療を始める前に、患者さんに明確なゴールを提示し、そこに行きつくまでの道筋を説明し、日々口

腔内が改善していくことを実感していただかなくてはなりません。

　本コースでは、歯周治療を成功させるための診査・診断、そしてインプラント治療などの口腔機能

回復治療も含めた歯周治療の計画の立て方を、多くの症例や演習を通して習得していただきます。 

■定　員：15 名

■日　時：2018 年５月 26 日（土） 10：00 ～ 1７：00

■会　場：東京・新宿区　明海大学・朝日大学サテライトキャンパス

　　　　　　　　　　　　明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センター

■受講料：50,000 円（実習材料費、教材費含む）

　◆入金をもって受講登録とさせていただきますので、予めご了承ください。

■講師紹介

■コースの開催日

コース名

歯周治療の診査・診断と治療計画
（歯周治療Ⅰ）

歯周基本治療
（歯周治療Ⅱ）

歯周外科処置の基本
（歯周治療Ⅲ）

オープンフラップキュレッタージ
（歯周治療Ⅳ）

期　日 時　間

09180６01

09180６02

09180６03

09180６04

コース No.

10：00 ～ 17：00

10：00 ～ 17：00

10：00 ～ 17：00

10：00 ～ 17：00

会　場

東京・新宿

東京・新宿

東京・新宿

東京・新宿

林　丈一朗
Joichiro Hayashi

明海大学歯学部

　口腔生物再生医工学講座

　歯周病学分野准教授

日本歯周病学会

　指導医・専門医

辰巳順一
Junichi Tatsumi

明海大学歯学部

　口腔生物再生医工学講座

　歯周病学分野准教授

日本歯周病学会専門医

日本顎咬合学会指導医

2018年5月26日（土）

2018年5月27日（日）

2018年6月30日（土）

2018年7月　1日（日）

講師

林

林

辰巳

辰巳

日本歯周病学会専門医・認定医の更新単位認定研修会（７単位）

コース No. 09180６01

マルチディシプリナリーアプローチⅣ① （歯周治療）

歯周治療の診査・診断と治療計画（歯周治療Ⅰ）
Examination, Diagnosis, and Treatment Plan for Periodontal Therapy

（Periodontal TherapyⅠ）

マルチディシプリナリーアプローチ 22 日間コース

マルチディシプリナリーアプローチⅣ（歯周治療）



■プログラム

講　義（Lecture）

１．歯周病はなぜ治るのか？ 

２．患者様に信頼を得るために必要なこと 

３．下顎前歯の見方 

４．歯内歯周病変への対応 

実　習（Hands on）

１．歯周病検査の基本手技 

２．咬合性外傷の見つけ方

３．エックス線写真を深く読み込む

４．治療計画立案 Practice

■講　師：林　丈一朗 Joichiro Hayashi

■概　要：歯周基本治療の第一の目的は、患者によって異なる病因因子とリスクファクターを可能な限り排除すること

です。また、歯周外科治療やインプラントも含めた口腔機能回復治療が成功するか否かは、この歯周基本治療でいかに

その準備が整えられているかが鍵となります。SRP だけが歯周基本治療ではありません。本コースでは、教科書には書

かれていない SRP 以外に必要な処置についても、症例を通して学んでいただきます。また、 実習では、グレーシー・キュ

レットの効率が良い正しい使い方を様々な実習を通して身に付けていただきます。 

■定　員：15 名

■日　時：2018 年５月 27 日 ( 日 ) 10：00 ～ 1７：00

■会　場：東京・新宿区　明海大学・朝日大学サテライトキャンパス

　　　　　　　　　　　　明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センター

■受講料：50,000 円（実習材料費、教材費含む）

　◆入金をもって受講登録とさせていただきますので、予めご了承ください。

■プログラム

講　義（Lecture）

１．電動歯ブラシを使いこなす 

２．SRP で何を除去するのか？  

３．プラークコントロール以外に必要な処置は何か？

４．歯周外科手術前に行っておくべき処置 

５．歯周矯正の実際 

実　習（Hands on）

１．抜去歯を用いたグレーシー・キュレットの基本操作 

２．マネキンを用いた SRP のポジショニング 

３．豚顎を用いた SRP の実践テクニック

４．シャープニング

■講　師：辰巳順一 Junichi Tatsumi

■概　要：近年の歯周外科処置に関する理論・技術の進歩により、様々な外科処置法が紹介されています。しかし、自

身の診療室で実際に外科処置を行う段階で、では何を ? どうして ? と疑問が生じ、外科処置自体をあきらめたり、思っ

たような目標達成ができなかったりすることが多いのではないでしょうか ?

　そこで本コースでは、①歯周外科器具の種類と使用法についてのハウツウ、②歯周外科処置の基本中の基本である、理

論・解剖・適応症・分類について習得、③歯周外科処置に必要な縫合の基本、についてしっかりと理解していただけるよ

う講義・実習を行います。これから歯周外科処置を本格的に導入し、より高いレベルの歯周外科処置をマスターしたい

と考えられている先生方の基本となる必須のコースです。

コース No. 09180６02

マルチディシプリナリーアプローチⅣ② （歯周治療）

歯周基本治療（歯周治療Ⅱ）
Cause-related Periodontal Therapy（Periodontal TherapyⅡ）

コース No. 09180６03

マルチディシプリナリーアプローチⅣ③ （歯周治療）

歯周外科処置の基本（歯周治療Ⅲ）
Basics of Periodontal Surgery（Periodontal TherapyⅢ）

Meikai University & Asahi University School of Dentistry
マルチディシプリナリーアプローチ 22 日間コース



■定　員：15 名

■日　時：2018 年 6 月 30 日（土） 10：00 ～ 1７：00　

■会　場：東京・新宿区　明海大学・朝日大学サテライトキャンパス

　明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センター

■受講料：50,000 円（実習材料費、教材費含む）

　◆入金をもって受講登録とさせていただきますので、予めご了承ください。

■プログラム

■講　師：辰巳順一 Junichi Tatsumi

■概　要：近年の歯周外科処置に関する理論・技術の進歩により、様々な外科処置法が紹介されています。しかし、研

修会などでこれら外科処置を学んでも、自身の診療室で実際に外科処置を行う段階で、では何を ? どうして ? と疑問が

生じ、外科処置自体をあきらめたり、思ったような目標達成ができなかったりすることが多いのではないでしょうか ?

　そこで本コースでは、歯周治療Ⅲで学んでいただいた歯周外科処置の基本知識と技術をベースに、外科処置の基本で

あるオープンフラップキュレッタージ（ＯＦＣ）についてしっかりと理解していただけるよう講義・実習を行います。

これから歯周外科処置を本格的に導入し、より高いレベルの歯周外科処置をマスターしたいと考えられている先生方の

基本となる必須のコースです。

■定　員：15 名

■日　時：2018 年７月 1 日（日） 10：00 ～ 1７：00　

■会　場：東京・新宿区　明海大学・朝日大学サテライトキャンパス

　　　　　　　　　　　　明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センター

■受講料：50,000 円（実習材料費、教材費含む）

　◆入金をもって受講登録とさせていただきますので、予めご了承ください。

■プログラム

講　義（Lecture）

１．歯周外科手術の原則

２．歯周外科処置の歴史と変遷

３．歯周外科処置に必要な解剖学

４．その症例は歯周外科処置の準備ができたか ? 

５．歯周外科処置に必要な縫合の基本スキル

１．外科器具の取扱い

２．オペガムシートを用いた縫合実習

３．豚顎を用いた縫合実習

　　* 手技、コツを学びます。

実　習（Hands on）

講　義（Lecture）

１. 豚顎を用いたオープンフラップ手術

　　切開，剥離，掻把，縫合

実　習（Hands on）

コース No. 09180６04

マルチディシプリナリーアプローチⅣ④ （歯周治療）

オープンフラップキュレッタージ（歯周治療Ⅳ）
Open FLAP Curettage（Periodontal TherapyⅣ）

１．歯周外科処置に用いる器具

２．どのような症例にどのような外科処置を行うのか ?

３．意外と知らない歯周外科の基本 ( 原典から学ぶ )

４．オープンフラップ手術をマスターしよう

Meikai University & Asahi University School of Dentistry
マルチディシプリナリーアプローチ 22 日間コース



▲ＦＡＸ． ０４９-２８５-６０３６▲

■振込先：みずほ銀行　川越支店（普通）1936843　学校法人明海大学理事長　宮田　淳

パッケージ料金　マルチディシプリナリーアプローチⅣ全コース受講で 190,000 円

マルチディシプリナリーアプローチⅣ（歯周治療）のパッケージ料金について

■マルチディシプリナリーアプローチⅣ①～②の2コースを受講希望される先生方、2コース合計

100,000円　のところパッケージ料金95,000円で受講することができます。

■マルチディシプリナリーアプローチⅣ③～④の2コースを受講希望される先生方、2コース合計

100,000円　のところパッケージ料金95,000円で受講することができます。

■マルチディシプリナリーアプローチⅣ①～④の4コース全てを受講希望される先生方、4コース合計

200,000円のところパッケージ料金190,000円で受講することができます。

なお、一度納入された受講料の返金はいたしかねますので予めご了承下さい。

　◆パッケージコースについては、分割払い制度を利用して、受講することができます。

■照会先　明海大学歯学部生涯研修部

　　　　　〒350-0283　埼玉県坂戸市けやき台１番１号

　　　　　TEL：049-279-2728　FAX：049-285-6036

　　　　　E-mail：info@m-a-univ-ce.com

■受講申込書

　　(注意)１.E-mailアドレスは、必ずご記入ください。

　　２.入金をもって受講登録とさせていただきますので、予めご了承ください。

（注意）1. ドレスコードのお願い、服装は必ずしもフォーマルである必要はありませ
んが、襟なしシャツや短パンなど、周囲の雰囲気を損なわない服装やエチケットにご
協力をお願い申し上げます。
2. 個人情報保護法に基づき、肖像権について使用承諾を頂いている先生について掲
載しております。

2018.02.08

氏　名
ローマ字
（大文字）

医院名

住所　〒　　　　　-

氏　名
( 漢字 )

ご案内郵送先　□自宅　□歯科医院
※どちらかにチェックして下さい

受講申込
コース№

出身校 紹
介
者

卒業年度

　　年度

E-mail

TEL

FAX

携帯


