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【パッケージコース番号：13220200】

￥200,000

SKILLUP SEMINAR

主な認定制度

□日本歯科医師会認定研修会
□明海大学「歯科総合医」認定研修会
□明海大学大学院生の単位認定コース

DAY S COURSE

コースの詳細・お申込みは
こちらから▶
18

INTRODUCTION

査診断・保存修復・歯周治療・歯内療法・クラウンブリッジ・総義歯・デジタルデンティストリー・インプラント・口腔外科・矯正」における基
本的な臨床手技の理解を深めることを目的としています。各セクションでは、講師が重要なポイントをデモストレーションを交えて解説
します。講師が行う、実際の手の動き見ることで、より理解が深まり、明日からの臨床に役立てることができます。
また、コースを全て受講することで、
どのような局面でどのような治療を選択すれば良いか、適切な治療計画と適切な治療を選択する

クリニカルス キ ル ア ッ プ

クリニカルスキルアップセミナー（デモンストレーションコース）は、一口腔単位で治療を行っていくうえで基礎となる、各臨床分野「診

力を養うことができます。

プログラム内容
1

診断と治療計画

2

保存修復

3

歯周治療 -ルートプレーニングの実際-

4

歯内療法(歯髄保護とエンド)

5

半調節性咬合器

－歯を失わない「補綴」への挑戦－ 戦略としての診断
講師／鈴木 尚

MIを可能とするダイレクトボンディング
講師／宮崎 真至

歯周治療におけるインスツルメンテーション
講師／林 丈一朗

MI －歯髄を保護する低侵襲治療から根管治療までの
基礎知識とデモ－
講師／平井 順

6

7

総義歯

全部床義歯補綴臨床の基本マスター
講師／上濱 正
客観的な基準をもちいた包括的治療

デジタルデンティストリーを目指して
講師／貞光 謙一郎

8

インプラント

9

小外科手術(埋伏抜歯)

10
デジタル時代だからこそ必要な咬合の基礎知識
－半調節性咬合器の使い方－
講師／渡辺 隆史

19

1から始めるインプラント治療－全身管理とリスク評価－
講師／嶋田 淳

埋伏歯の適切な抜歯方法
講師／坂下 英明
矯正治療

矯正治療を一般臨床に活かす－MTMの臨床応用－
講師／渡辺 隆史

デモンストレーション

紹介動画を見る▶

クリニカルスキルアップセミナー
（デモンストレーションコース）1
クリニカルス キ ル ア ッ プ

診断と治療計画

－歯を失わない「補綴」への挑戦－
戦略としての診断
【コース番号：13220201】

鈴木

尚

口腔疾患や歯の欠損と共に失われた口腔機能の回復は「補綴」によって達

デモンストレーション

Hisashi Suzuki

成されます。

ナオ歯科クリニック院長
明海大学歯学部臨床教授

失われたものが蘇るという「補綴」の素晴らしさは、まさにこの一点にあ
ります。
この時、患医双方は共に第一の至福の時を感じます。しかし、「その幸せ
な時がどの程度継続できるのか」に、第二の「至福の時」が期待されるのです。
歯科医師は施術した補綴が失われることのないような戦略をもたなければ
いけません。
その原点は「診断」にあります。
一人ひとり異なる患者様の Key point はどこにあるのでしょうか。
その探索こそが「歯を失わない戦略」への鍵であります。

■定 員：15名
■日 時： 2022年4月24日
（日）
10：00 ～ 16：30
■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

Point
■長期症例の治療選択が正しかったかどうかを学ぶことができます。
■一口腔単位で見る目を養うことができます。
■正しい臨床診断とは何かについて学ぶことができます。

明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センター
■受講料：￥25,000

1
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クリニカルスキルアップセミナー
（デモンストレーションコース）2
クリニカルス キ ル ア ッ プ

保存修復

MIを可能とするダイレクトボンディング
【コース番号：13220202】
接着技術や修復材料の目覚しい進歩と MI（Minimal Intervention：低侵襲
治療）の概念の登場で、保存修復治療の方法は大きく変わりました。現在の
した治療が求められます。また適切な修復治療によって、侵襲の大きい補綴
治療を回避することも可能になるため、保存修復治療は、注目度の大きい極
めて重要な分野といえます。

宮崎 真至
Masashi Miyazaki

デモンストレーション

修復治療においては、可能な限り感染牙質のみを除去して、健全歯質を保護

日本大学歯学部
保存学教室修復学講座教授
日本審美歯科学会理事

保存修復治療を確実に適切に行うには、接着技術やレジンの特性を科学的
に正しく理解しなくてはなりません。

日本接着歯学会理事
日本歯科保存学会理事
日本歯科理工学会代議員

本セミナーでは、低侵襲治療時代の保存修復治療について、その基礎を分
かりやすく解説します。

Point
■講師の手技を実際に見ることで理解度を上げることができます。
■どのような材料を使用すればよいか、最新の情報を得ることができます。
■MI修復の重要性について理解が深まります。

■定 員：15名
■日 時：2022年5月22日
（日）
10：00 ～ 16：30
■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：￥25,000

2
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クリニカルスキルアップセミナー
（デモンストレーションコース）3
クリニカルス キ ル ア ッ プ

歯周治療－ルートプレーニングの実際－

歯周治療におけるインスツルメンテーション
【コース番号：13220203】

スケーリング・ルートプレーニングでは、目に見えない歯周ポケットの中で、

林

丈一朗

デモンストレーション

Joichiro Hayashi

形状が複雑なグレーシーキュレットを、歯肉を傷つけることなく適確に操作で
きなければなりません。また、歯周外科手術においては、様々な外科器具を
駆使した確実かつ繊細な手技が求められます。

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

本セミナーでは、歯周治療におけるインスツルメンテーションの基本につ
いて、講義とデモンストレーションを通して、わかりやすく解説します。

Point
■ルートプレ―ニングを歯科衛生士任せにしていませんか？
■歯科医師自ら正しいルートプレーニングを学ぶことで基本から歯周治療を
的確に行うことができます。

■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）

■定 員：15名
■日 時：2022年6月26日
（日）
10：00 ～ 16：30
■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：￥25,000

3
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クリニカルスキルアップセミナー
（デモンストレーションコース）4
クリニカルス キ ル ア ッ プ

歯内療法（歯髄保護とエンド）

MI －歯髄を保護する低侵襲治療から
根管治療までの基礎知識とデモ－
【コース番号：13220204】
昨今、患者様が自分の歯を保存できないかというような明確な意志を持っ
て来院されるケースが増えています。
めにセカンドオピニオンとして受診を希望される患者様も多くなりました。こ

平井

Jun Hirai

順

平井歯科医院院長

うした患者様に半端な知識や技術力で対応することは今後益々難しくなると思

歯学博士

われます。歯内療法は患者様の信頼に直結しており、術者の力量が予後の良

明海大学歯学部臨床教授

し悪しを決定する分野なので、常に切磋琢磨して技術を磨いておく必要があ
ります。歯髄保存の必要性は申し上げるまでもありませんが、歯内療法は生
体とバランスのとれた咬合を再構築するための第一歩であることを忘れては

デモンストレーション

また、現在受けている治療が、「果たしてこれでいいのか」を判断するた

国際歯科学士会日本部会理事
米国歯内療法学会 (AAE)
米国歯周病学会会員 (AAP)
日本顎咬合学会常任理事
日本歯内療法学会代議員・専門医・指導医

いけません。臨床における基本的な考え方、器具の使用法、臨床における問
題点への対応策についてデモを通して解りやすく解説したいと思います。

Point

■定 員：15名

■歯科治療の基本の基（きほんのき）!!

■日 時： 2022年7月24日
（日）

■歯を保存する重要性と歯内療法の基本を学ぶことができます。

10：00 ～ 16：30

■講師の手技を間近で観察することができます。

■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：￥25,000

4
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クリニカルスキルアップセミナー
（デモンストレーションコース）5
クリニカルス キ ル ア ッ プ

半調節性咬合器

デジタル時代だからこそ必要な咬合の
基礎知識 －半調節性咬合器の使い方－
【コース番号：13220205】
咬合は全ての臨床に通じていると言われています。特に咬合をないがしろ

渡辺 隆史
デモンストレーション

Takashi Watanabe

にした補綴治療の予後は悪く、正確な補綴治療をするうえで、まずは正しく
咬合論を理解して、その知識を補綴物に反映できるようにしておかなくては
なりません。

小滝歯科医院院長
明海大学歯学部臨床教授
日本顎咬合学会元理事長・指導医
日本歯内療法学会専門医
日本口腔診断学会認定医
アメリカ審美歯科学会会員
アメリカ歯周病学会会員
Takei-Kawazu STUDY CLUB会長
いいづな総合歯顎研究会（ITDC）主宰

本講演では、難解に思われがちな咬合論を、できるだけ優しく噛み砕いて
説明し、得られた咬合の知識をどのように補綴物作製に活かしていくか、そ
の勘所を解説します。
また、高精度な補綴物を作製するうえで不可欠な、半調節性咬合器の扱い
方についても、デモを交えて解説します。
歯科の世界にもデジタルの波が押し寄せて、現在では従来のアナログの手
法とは全く違う方法で、簡単にクラウンブリッジを作製できるようになりまし
た。しかしながら、精度の高い補綴物を作製するためには、アナログの手法

■定 員：15名
■日 時： 2022年9月18日
（日）
10：00 ～ 16：30
■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：￥25,000

で得られた様々な知識や技術がどうしても必要になります。半調節性咬合器
を使う必要があると感じている先生は、是非ご参加ください。デジタル時代
だからこそ必要な咬合の基礎知識を一緒に学びましょう。

Point
■咬合論の要点を解説します。
■フェイスボウトランスファーと半調節性咬合器がなぜ必要か？その理由を解
説します。
■フェイスボウトランスファーと半調節性咬合器の使い方をデモを通して解説
します。
■咬合の基礎知識を身につけることができます。
■半調節性咬合器を実際に触って扱ってみることで、その仕組みを理解するこ

5

とができます。
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クリニカルスキルアップセミナー
（デモンストレーションコース）6
クリニカルス キ ル ア ッ プ

総義歯

全部床義歯補綴臨床の基本マスター
【コース番号：13220206】

人生 100 歳時代における全部床義歯補綴臨床の難しさは、形態的障害から
機能的障害へと進行し治療の難易度が増大することです。
てきました。患者も術者も悩み、落胆している現実があります。

上濱

正

Akira Uehama

デモンストレーション

「外れない、痛くない入れ歯」を作ることでは患者の満足は得られなくなっ

ウエハマ歯科医院院長

問題解決は、症例分類と難易度に応じた知識と手技を会得するための全く

明海大学歯学部臨床教授
日本歯科大学生命歯学部客員教授

新しい発想が重要です。
本セミナーでは、症例分類ができ、平易な症例より知識、技能の基本をマ

日本顎咬合学会元理事長・指導医
日本補綴歯科学会専門医・指導医
日本臨床歯周病学会認定医

スターしていただきます。
その後のコースを継続的に受講し症例と真摯に向き合い、生涯にわたり患
者に寄り添うことで全部床義歯補綴臨床の極意を習得することができます。

Point
■総義歯治療ができると患者信頼度が高まります。

■定 員：15名

■症例分類によって難易度がわかります。

■日 時：2022年10月16日
（日）

■総義歯治療の基本手技をマスターすることができます。

10：00 ～ 16：30

■総義歯における機能的障害は何かを理解することができます。

■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：￥25,000

6
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クリニカルスキルアップセミナー
（デモンストレーションコース）7
クリニカルス キ ル ア ッ プ

客観的な基準をもちいた包括的治療

デジタルデンティストリーを目指して
【コース番号：13220207】

一口腔を一単位として診査・診断をおこない治療を施術していくことを心

貞光 謙一郎
デモンストレーション

Kenichiro Sadamitsu

がけ臨床に臨んでいます。先人の先生方が示されたコンセプトのもとで治療
計画を立案し最終的な治療ゴールを得ることにより良好な治療結果を得るこ
とが可能であると考えています。また近年の歯科治療のデジタル化により、

貞光歯科医院院長
日本顎咬合学会次期理事長・指導医

術者の経験値ではなく客観的な基準により治療を進めることができるように

日本審美歯科学会代議員・認定医

なってきました。

朝日大学非常勤講師

今回は口腔内を一つの単位として観察するポイントとデジタルをもちいる
ことにより診査・診断力が向上することをお話できればと思います。

Point
■包括的な治療における咬合の重要性において理解が深まります。
■補綴治療の精度を高めるための手がかりを得ることができます。

■定 員：15名

■デジタルを駆使した最先端の歯科医療を学ぶことができます。

■日 時：2022年10月30日
（日）
10：00 ～ 16：30
■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：￥25,000

7
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クリニカルスキルアップセミナー
（デモンストレーションコース）8
クリニカルス キ ル ア ッ プ

インプラント

1から始めるインプラント治療
－全身管理とリスク評価－
【コース番号：13220208】
インプラント治療は、必然性・緊急性を要する腫瘍の切除や膿瘍の切開処
置などと異なり、他に観血的処置を伴わない治療の選択肢がある処置である
全に行うことが強く求められます。処置中の呼吸抑制による血液中酸素濃度
の低下や、血圧の変動、また不整脈の発生などは、インプラント手術中によ

嶋田

淳

Jun Shimada

デモンストレーション

から、治療を行う歯科医師の裁量権は狭くなり重い責任が課せられます。安

明海大学歯学部付属明海大学病院
教授

くみられます。高齢の患者も多く、術中のモニター装着は必須です。また、
気道閉塞や出血に対する対応も求められます。本セミナーではインプラント
治療中の患者安全のための知識、技能を習得いただきます。

Point
■インプラント治療における全身管理について学べます。
■救急蘇生や生体モニターの見方について学ぶことができます。
■インプラント手術時に何に注意したらよいか、
リスク管理の理解度を深める
ことができます。

■定 員：15名
■日 時：2022年12月18日
（日）
10：00 ～ 16：30
■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：￥25,000

8
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クリニカルスキルアップセミナー
（デモンストレーションコース）9
クリニカルス キ ル ア ッ プ

小外科手術（埋伏抜歯）

埋伏歯の適切な抜歯方法
【コース番号：13220209】

『よく抜歯に始まり抜歯に終わる』との言葉を耳にします。これは口腔外科医

坂下 英明
デモンストレーション

Hideaki Sakashita
明海大学名誉教授
日本口腔外科学会指導医

のみに当てはまるのではなく、デンタルインプラントを含む口腔内小手術をお
こなう歯科医師全体に対する言葉であると思います。
今回、クリニカルスキルアップセミナーの一環として難抜歯抜去法について
必要な口腔解剖学、画像診断学、鎮静法を含む局所麻酔法、外科基本手技な

日本顎関節学会指導医

どとともに難抜歯抜去法の実際について講義・解説します。さらには、下顎埋

日本有病者歯科医療学会理事

伏智歯の実際をビデオにて供覧し、人工皮膚や模型にてデモ実習を行い、埋

日本口腔顎顔面外傷学会理事

伏歯の抜去法をマスターしていただきます。

Point
■抜歯で困ったことはありませんか？
■外科手術の基本である抜歯について詳しく知ることができます。
■難抜歯時の対処法について学べます。

■定 員：15名
■日 時：2023年2月19日
（日）
10：00 ～ 16：30
■会 場：東京・新宿区

■埋伏智歯の安全な抜歯法について実際の映像をみながら学ぶことができます。

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：￥25,000
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クリニカルスキルアップセミナー
（デモンストレーションコース）10
クリニカルス キ ル ア ッ プ

矯正治療

矯正治療を一般臨床に活かす
－MTMの臨床応用－
【コース番号：13220210】
歯列不正があると、「思ったような治療ができない」、「歯列不正が邪魔になる」
と誰もがそんな経験をしているのではないだろうか？ 特に欠損放置や歯周病な
は、これを矯正治療で改善するか否かで予後が大きく変わってくる。
矯正治療は歯を動かすだけでなく、周囲の骨や歯肉など歯周組織のリモデリン

渡辺 隆史

Takashi Watanabe
小滝歯科医院院長
明海大学歯学部臨床教授

グに活用することができる。また、歯列不正を改善することで咬合が安定する（こ

日本顎咬合学会元理事長・指導医

れはとても重要だ）。何より、矯正治療は「究極の低侵襲治療」と言える。歯を

日本歯内療法学会専門医

削らずに補綴的な介入範囲を最小限に収めることが可能になる。矯正治療を臨
床に活かさない手はない。

デモンストレーション

どによって起こる病的な歯の移動（私はこれを後天的な歯列不正と呼んでいる）

日本口腔診断学会認定医
アメリカ審美歯科学会会員
アメリカ歯周病学会会員

本講演では、矯正治療を活用した様々な症例を呈示して、矯正治療が果たす
べき役割について考えてみたい。また、アップライトやエクストルージョンなど、

Takei-Kawazu STUDY CLUB会長
いいづな総合歯顎研究会（ITDC）主宰

MTM の実際をデモを交えながら解説する。
矯正治療を臨床応用することで、治療の選択肢が増え、一見難しいと思われる
症例でも解決の糸口を見つけることができるようになる。さらに、矯正治療は、
自身でできなくても矯正専門医とタッグを組むことによってすぐにでも臨床応用
できる分野でもある。そのためには、一般臨床医が矯正の知識を身につけること
が必要になるし、矯正専門医も一般臨床に精通しなくてはならない。本講演を
通じて矯正治療の可能性に触れて、矯正治療を一般臨床に取り入れるきっかけと
なれれば幸甚である。

■定 員：15名
■日 時：2023年3月5日
（日）
10：00 ～ 16：30
■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：￥25,000

Point
■矯正治療を取り入れた治療計画について症例を呈示して説明します。
■歯の病的移動に対する矯正的な対処法について解説します。
■MTMの分類とその方法について解説します。
■アップライトとエクストルージョンに関して、デモを通してワイヤーベンディン
グの実際をお見せします。
■矯正力を使った歯周組織のリモデリングに関して、その理論とメカニクスを解
説したうえで、症例を呈示します。
■矯正専門医との連携に関して説明します。
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紹介動画を見る▶
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