
ロマ リンダ大学
インプラント

ベーシックコース

総合８日間サーティフィケートコース

2015 年　① 3月 28日（土）-29日（日） ② 4月 25日（土）-26日（日）
③ 5月 30日（土）-31日（日） ④ 6月 27日（土）-28日（日）

東京開催！

LLU  Imp lan t  ba s i c  c ou r se  

■日程： ■会場：

本社セミナー室（東京都荒川区）

米国ロマ リンダ大学が発行するサーティフィケートが授与されるインプラントコースを、そのまま東京で開催いたします。
世界最先端の情報とテクニックを日本にいながら、週末（土日4回）のスケジュールを利用して学ぶことができます。

ローマ字表記

ご芳名

貴院名

貴院ご住所

T E L F A X

〒

ご出身大学
卒業年度 大学 年度卒業/専攻 （西暦）

振込予定日 月  　  　　日

03-5850-8505
※申込書に記載される情報は当講習会への登録・連絡に使用致します。当社からの送付物受取が可能なご住所をお書き下さい。尚、頂いた個人情報は資料及び情報提供以外の目的には使用致しません。

講師陣

コーディネーター

小林博
表参道小林デンタルクリニック

梅津清隆
歯科オーシーシューブ日比谷

大山高太郎
大山歯科医院

多保学
たぼ歯科クリニック

Lozada Jaime

会場： インプラテックス本社 セミナー室
東京都荒川区西日暮里2-33-19  YDM日暮里ビル  TEL. 03-5850-8555 

受講料：496,800 円
（実習材料費、昼食費、ウエルカムパーティー費、懇親会費、税込）

定員： 30 名　※申込先着順

早い段階で満席になる可能性の高いコースです。
お早めにお申し込みください。

※振込の際は御名義のあとに続けて、申込書にご記入いただいた電話番号を入力して下さい。
    また振込手数料は、送金人様にてご負担お願い致します。

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL 03-5850-8555  FAX 03-5850-8505

申込方法： 下記の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。
また参加費は下記へ振込お願いします。

振込先： りそな銀行　本郷支店（普通）1575058

主催：

※詳しい内容とタイムテーブルは裏面をご参照ください。

※6月27日 -28日に来日＆講演

ロマ リンダ大学歯学部校舎棟 

ロマリンダ大学歯学部教授兼イン
プラントのアドバンスの教育プロ
グタムのディレクターに従事 .
1987 年にインプラントの ,1995
年には補綴アドバンスドプログラ
ムを修了 .
ABIO の認定医を取得し , AAID の
会長も歴任 .
インプラントロジー雑誌の編集委
員も従事 .

ロマ リンダ大学歯学部インプラント科 臨床助教授（３名共）

　今回、ロマ リンダ大学インプラント認定コースの日本での開催をお伝えでき、大変光栄に思います。我々がロマ リンダ大学で行っているインプ
ラント教育プログラムは、アメリカ合衆国で 35年以上の歴史を持ち、外科処置だけでなく補綴処置も含めた包括的な治療を十分に学ぶ事が出来きる、
国内でも卓越したプログラムです。
　今回のコースの講師陣である、梅津先生、大山先生、多保先生はロマ リンダ大学にてその教育プログラムでトレーニングを積み、様々なインプ
ラント治療について十分に研鑽されておりますので、本プログラムを受講される先生方も、ロマ リンダ大学のインプラント治療の概念とその方法
を修得いただけるものと思います。このプログラムの最終月２日間には私自身も来日する予定ですので、皆さんにお会いできる事を楽しみにしてお
ります。

ロマ リンダ大学　インプラント科　教授
ハイミン・ロザーダ

参加申込書



ロマリンダ大学インプラントベーシックコース
LLU  Imp lan t  ba s i c  c ou r se  

プログラム
① 3月28日（土） 29日（日）

② 4月25日（土） 26日（日）

第1回　3月28日（土）　インプラントの歴史、診査診断、基本治療計画　
9:00  ～ 9:30       受付
9:30  ～ 9:45          コースのイントロダクション（日本のインプラント事情について等）

9:45  ～ 13:00         インプラント概論（環境、市場など）
インプラントの歴史
インプラントと天然歯との違い
インプラント治療とその他の治療との比較
インプラントの分類 （形態、表面性状、コネクション　その他）

インプラント治療の診査・診断、それに必要な項目
インプラント手術前に知っておく重要事項
インプラント手術に必要な外科器材

13:00  ～ 14:00      昼食
14:00  ～ 18:00      実習：口腔内写真（プレゼンに必要な資料の集め方）

パノラマからのトレーシング
術前準備の仕方

18:00  ～ ウエルカムパーティー

第2回　3月29日（日）　インプラント外科手術１（基礎）、補綴１（概要）
9:00  ～ 13:00      インプラント埋入のステップ（切開、埋入、縫合）

インプラント埋入位置（4D）傾斜埋入
インプラント埋入のタイミング
インプラント埋入時のトラブルとその対処法
コンピューターガイドについて

インプラント上部構造の種類
インプラント上部構造の作製のステップ
印象方法

13:00  ～ 14:00       昼食
14:00  ～ 17:00       実習：切開、縫合、インプラント埋入（模型実習）
　　　　　　　　　　　　  補綴印象（模型実習）

第3回　4月25日（土）      インプラント外科処置２
　　　　　　　　　　（Socket Preservation、Bone Graft)
9:00  ～  9:30       受付
9:30  ～ 13:00       抜歯と抜歯窩のマネージメント

骨造成（種類と方法、サイナスグラフト、GBR）
骨補填剤の種類、選択
成長因子との併用について（PRPCGF、BMP-2、など）

13:00  ～ 14:00      昼食
14:00  ～ 18:00      実習：ソケットプリザベーション、GBR（豚骨等使用）

第4回　4月26日（日）　インプラント外科処置3（軟組織のマネージメント方法）
　　　　　　　　　　＆補綴２
9:00  ～ 12:30       軟組織の取り扱い方

インプラント補綴の種類
　　　　　　　 　　　（Single、FPD、FCD、Overdenture、Cement or Screw retain）

マテリアルの種類とデザイン
インプラント埋入時のトラブルとその対処法
アバットメントの選択

12:30  ～ 13:30       昼食
13:30  ～ 17:00     実習：CTG、FGG（豚骨等使用）

※都合により、内容や時間を変更することがございます。予めご了承ください。

・ 実習に使用するインスツルメントは、ご自身の使い慣れたものをご持参いただきます。
・ Lozada Jaime 講演時には逐次通訳が入ります。

③ 5月30日（土） 31日（日）

第5回　5月30日（土）      審美領域におけるインプラント処置
9:00  ～  9:30       受付
9:30  ～ 13:00       抜歯即時埋入

審美領域でのインプラント処置
13:00  ～ 14:00      昼食
14:00  ～ 18:00      実習：抜歯即時埋入（模型実習）

第6回　5月31日（日）　インプラント咬合、インプラント周囲炎、メインテナ
　　　　　　　　　　ンス法
9:00  ～ 12:00       インプラント咬合

メインテナンス方法（清掃法、リコール時の診査項目）
インプラント周囲粘膜炎とインプラント周囲炎の違い
とその対応
インプラント除去

12:00  ～ 13:00       昼食
13:00  ～ 14:30      補綴トラブルへの対応
14:30  ～ 17:00       実習：Tx-Plan 実習 or 受講生からの症例相談

④ 6月27日（土） 28日（日）   

第7回　6月27日（土）      Tx-Plan セミナー or 受講生からの症例相談
14:00  ～ 17:30      Tx-Plan セミナー or 受講生からの症例相談
18:00  ～     懇親会とサティフィケート授与式、写真撮影

第8回　6月28日（日）　Dr.Lozada 来日講演　（Sinus Graft）
9:00  ～ 13:00      サイナスグラフト治療の実際とその方法
13:00  ～ 14:00       昼食
14:00  ～ 17:00  実習：サイナスグラフト実習（模型実習）
　　　　　　　　　　　　  （Lateral & Crestal Approach)

■ Dr.Lozada 来日回


