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■概　要

　現在のインプラントを取り巻く環境は情報過多であり、臨床家にとって正しい術式、マテリアルの選

択が困難になって来ているのが事実ではないでしょうか。また、メーカー主導の How to セミナーが氾

濫し安易にインプラント修復を行う臨床家が増えるとともに医療事故も多くなってきています。そこで、

インプラントが普及しもうすぐ半世紀が経過しようとしている今、そもそもインプラント治療が補綴前

外科処置という大胆な本来の基本に戻り、予知性の高い補綴処置を行う臨床のなかで様々な歯科医療に

かかわる知識と技術の基本事項において、何が重要で正しいのかを学ぶため国内外の一流の講師陣によ

るインプラントマスタープログラムを企画しました。

　基本的にコース全体としましては、午前はレクチャーを中心に行い、午後はハンズオンを中心とした

下記内容の実習を積極的に取り入れた実習体験重視の企画にしております。また、各セッションの終了

時には、当該セッションの課題に対する課題内容理解確認試験（レポート含む）などを行い、各受講生

の理解度を徹底的に分析してフィードバックを行い今回コースのレクチャー内容（診査・診断からメイ

ンテナンスまで）を完全マスターして頂けるように企画しております。

■定　員：１４名

■日　時：１０日間（１Session ２日間）
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時　　間 時　　間コース No.（セッション）
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09181302（SessionⅡ）

09181303（SessionⅢ）

09181304（SessionⅣ）

09181305（SessionⅤ）
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インプラントベーシックプログラム 10 日間コース
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2018 年 4 月 21日（土）
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2018 年 6 月 23 日（土）

2018 年 7 月 21日（土）
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4 月 22 日（日）

5 月 27 日（日）

6 月 24 日（日）

7 月 22 日（日）

9 月 2 日（日）

10：00 ～ 17：00

10：00 ～ 17：00

10：00 ～ 17：00

10：00 ～ 17：00

10：00 ～ 17：00



（１）インプラント修復の概念と歴史的、科学的背景

（２）診査

　　①全身的評価（全身疾患）

　　②局所的評価（口腔解剖と硬・軟組織評価）

（３）診断（ケースセレクションと適応症・非適応症）

（４）治療計画立案

（５）外科手術の概要と留意点

　　①Hard tissue management

（6）二次手術（歯周外科）に必要な Soft tissue management

　　①歯肉弁根尖側移動術 　

　　②遊離歯肉移植術

　　③上皮下結合組織移植術

（7）補綴処置の概要と留意点

　　①Functional rehabilitation

　　②Esthetical rehabilitation

（８）滅菌消毒と衛生管理

　　①患者管理（ⅰ）術前（血液検査）

　　（ⅱ）術中（モニタリング）（ⅲ）術後（感染防止）

　　②麻酔（局所麻酔、静脈内鎮静法）

　　③併発症（インプラント周囲炎）

　　④長期予後

講演（Lecture） 実習（Hands-on）

（１）豚顎実習

　　　（切開と縫合、インプラント埋入十数本予定）

（２）模型実習（インプラント埋入、二次手術、印象採得）

（３）モニタ実習（心電図、血圧、パルスオキシメータ）

（４）エックス線 CT シミュレーション

（５）ケースプレゼンテーション（症例相談含む）

（６）ディスカッション

（７）ライブオペレーション（基本的な単純埋入症例）

（８）課題内容理解確認試験（レポート含む）

■会　場：千葉・浦安市　明海大学ＰＤＩ浦安歯科診療所

■受講料：1Session　各 100,000 円（実習材料費、教材費含む）　

　　　　　全 Session　475,000 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。

　◆分割払い制度を利用した場合、毎月のお支払額（分割）で受講することができます。

■研修内容
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挨拶、コース概要説明　

認定筆記試験

豚顎を用いた認定実技試験（1 次－2 次手術）

治療計画検討会（症例相談、ケースプレゼンテーション）

課題内容理解確認試験フィードバック、質疑応答

修了証書授与式

SessionⅠ　2018 年 4 月 21 日（土）　

挨拶、コース概要説明、講師紹介

インプラント治療に必要な解剖の基礎

インプラント修復治療の概要

　インプラント修復の歴史的、科学的背景

　生体材料としてのチタンおよび表面性状

インプラント 1 次手術の基本的な術式

インプラント 1 次手術前の診断と埋入

（切開・埋入・縫合）

コース概要説明
術前準備　
全身的評価を中心に
インプラント埋入ハンズオン
　　 無歯顎模型（4 本）
　　 豚顎（両側 4 本）
引き続きハンズオン
インプラント手術時の注意事項および合併症について
質疑応答、次回連絡事項
課題内容理解確認試験（レポート含む）実施

挨拶、コース概要説明
インプラント補綴
　インプラント補綴とバイオメカニクス（補綴設計）
　診断用ワクシング～サージカルガイド
インプラント埋入実習
　臼歯部遊離端欠損 4 本
　前歯部単独欠損 1 本（NISSIN 明海モデル）
質疑応答、次回連絡事項
課題内容理解確認試験（レポート含む）フィードバック

前日迄の質問、コース概要説明
術前の準備
　オペ室（清潔域，不潔域）の準備
　患者管理（全身的、局所的）
　ガウンテクニック
採血実習、インプラント埋入実習　
インプラント手術時の麻酔とモニタリング
　局所麻酔法（浸潤麻酔と伝達麻酔）
　精神鎮静法（静脈内鎮静法）
　モニタリング（術中管理を中心に）
　臨床検査（血液検査の読み方）
質疑応答、次回連絡事項
課題内容理解確認試験（レポート含む）フィードバック

前日迄の質問、コース概要説明

インプラント周囲ティッシュマネージメント

天然歯周囲歯肉とインプラント周囲粘膜の違い

種々の 2 次手術

ハンズオン（豚顎）　

インプラント周囲炎の診断と治療

質疑応答、次回連絡事項

課題内容理解確認試験（レポート含む）フィードバック

挨拶、前回迄の質疑応答、コース概要説明　

インプラント補綴

プロビジョナルレストレーション作製と咬合調整実習

カスタムインプレッションコーピングの作製

質疑応答、次回連絡事項

課題内容理解確認試験（レポート含む）実施

挨拶、コース概要説明

患者紹介

ライブオペ準備

ライブオペ　

質疑応答

インプラント埋入ハンズオン

　豚顎（両側 4 本）

質疑応答、次会連絡事項

課題内容理解確認試験（レポート含む）実施

挨拶、前日迄の質問、コース概要説明

ハンズオン（豚顎）

スライディングフラップによる 2 次手術

インプラント 2 次手術時の注意事項と併発症

質疑応答、次回連絡事項

課題内容理解確認試験（レポート含む）実施

前日迄の質問、コース概要説明

インプラント治療における審美補綴　

インプラント治療における長期予後

ハンズオン

CT シミュレーション

ディスカッション、コース終了の挨拶

SessionⅡ　2018 年 5 月 26 日（土）　

SessionⅠ　2018 年 4 月 22 日（日）　

SessionⅡ　2018 年 5 月 27 日（日）　

SessionⅢ　2018 年 6 月 23 日（土） SessionⅢ　2018 年 6 月 24 日（日）

SessionⅣ　2018 年 7 月 21 日（土） SessionⅣ　2018 年 7 月 22 日（日）

SessionⅤ　2018 年 9 月 1 日（土） SessionⅤ　2018 年 9 月 2 日（日）

■プログラム

【講師】　﨑山浩司・嶋田　淳・龍田恒康 【講師】　嶋田　淳・龍田恒康

【講師】　龍田恒康・長谷川雄一・渡辺隆史 【講師】　龍田恒康・長谷川雄一・渡辺隆史

【講師】　嶋田　淳・龍田恒康

【講師】　龍田恒康・辰巳順一

【講師】　龍田恒康・辰巳順一

【講師】　嶋田　淳・龍田恒康

【講師】　龍田恒康・辰巳順一

【講師】　龍田恒康・長谷川雄一・渡辺隆史

Meikai University & Asahi University School of Dentistry
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■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

■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。

明海大学ＰＤＩ浦安歯科診療所
〒２７９-００１４　千葉県浦安市明海１丁目１番２０号

ＪＲ京葉線

2017.12.27
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