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日本に居ながら最先端の技術と情報を習得！ロマリンダ大学発行サティフィケイトを授与！

第4回ロマリンダ大学インプラントサティフィケイトコース2018

包括的な講義と多様な実習プログラムで
症例拡大を目指す!!
包括的な講義と多様な実習プログラムで
症例拡大を目指す!!

第 1 ‐ 2回  　9月 29日 （土） ・30日 （日）

第 3 ‐ 4回  10月 20日 （土） ・21日 （日）

第 5 ‐ 6回  11月 17日 （土） ・ 18日 （日）

第 7 ‐ 8回  12月 15日 （土） ・ 16日 （日）

2018年  日　程

米国ロマリンダ大学の教育プログラムを週末（土日4回）のスケジュールを

利用して学べます。最終日にはLozada教授が来日し、講義＆ハンズオンを

いたします。初心者はもちろん中級者もご満足いただける本コースにぜひ

ご参加・ご検討ください。

インプラント治療のステップアップをお考えの方、

体系的に学び直したい方に最適のコースです。

詳細・お申込みは案内状または弊社WEBサイトをご覧ください。

　ロマリンダ大学サティフィケ
イトコースは本年で4回目にな
ります。常に進化するインプラン
ト治療の潮流に合わせて内容は
毎年ブラッシュアップされてお
り、診査診断からメインテナンス
に至るまで最新の考え方とテク
ニックを習得いただけます。
　講師を務めていただく梅津先
生、大山先生、多保先生は、現在
もロマリンダ大学でご指導され
ており、情報量が豊富です。本
コースでは一貫したフィロソ
フィーの中にも、それぞれの先
生から違う切り口での説明がな
され、受講者の皆さんからとて
も参考になるとご好評頂いてい
ます。

　土曜・日曜日の2日間連続を4回（計8日間）にわたって受講
いただくロングランコースとなりますが、昨年は講師の先生
方の発案でコース日程に合わせたオペ見学を実施し、特に遠
方からお越しの受講者の先生方には有効な機会活用として

多数のご参加をいただきました。
　今年は使用する模型に改良を
加え、より実践的な実習となるよう
企画されております。毎回3人の講
師が揃って最後までご指導いただ
き、最終日にはロマリンダ大学
Lozada教授も加わりますので講
義のみならず実習指導がきめ細や
かに行われるのも本コースの特長
です。
　インプラントの経験はあるが体
系的にレベルアップしたい、また
は包括的な知識と技術を学びたい方にはぜひおすすめした
いコースです。どうぞふるってご参加ください。

講師チームによる包括的、多角的セミナー

【会場】インプラテックス本社 セミナー室(東京 荒川区)
【受講費】496,800円（実習材料費、昼食費、パーティー費、税込）▶メールニュース優待で447,120円（税込）

【定員】24名
【講師】 Jaime Lozada教授　 梅津 清隆先生    大山 高太郎先生 　多保 学先生

東京
開催

込）

】 Jaime Lozada教授　 梅津 清隆先生    大山 高太郎先生 　多保 学先生
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ご希望者には日本では本来は手に入らないスクラブを
ご購入（実費）いただくことも可能です。

Implant Certificate Course
in Tokyo 2018

＜日本歯科医師会生涯研修認定＞
第4回ロマリンダ大学インプラントサティフィケイトコース2018第4回ロマリンダ大学インプラントサティフィケイトコース2018



21mm
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学会ランチョンセミナー開催レポート学会ランチョンセミナー開催レポート

MTIインプラントのご案内MTIインプラントのご案内

日本口腔インプラント学会 第38回関東・甲信越支部大会 ランチョンセミナー　増田歯科医院 理事長 増田 勝彦 先生

「患者さんの安心と信頼につながるMTI暫間インプラントの効果的臨床活用法」
報告者：株式会社インプラテックス 柴田 力

　去る2月11日（日）鶴見大学記念館講堂にて行われた日本口腔インプラント学会 第38回関東・甲信越支部大会におきまして大阪市内で
ご開業の増田先生をお迎えし、MTIインプラントをテーマにランチョンセミナーを開催致しました。増田先生からはインプラント暫間補綴への
考え方と共に、MTIインプラントの利点を活かすことによって、治療期間中の患者さんの満足度を向上させる事に注力した例を動画を交えて
ご解説いただきました。

 

全額欠損、MTIインプラントを口蓋骨傾斜
埋入し、ヘッド部分をベンディングした症例

メンブレンの固定も兼ねた暫間補綴の支台
として使用した例

090-02006 090-02106 090-02206

17mm

10mm

14mm

7mm

MTIインプラント6本入りセット
各52,200円（税抜）

メインのインプラント上部構造装着までの暫間補綴物固定システム

MTI-MONORAIL Implant System
エム・ティー・アイ インプラント
埋入直後の即時補綴の効果のみならず、

2次手術までの骨治癒期間における負荷の防止、

特にGBR法や骨移植などを施した場合に有効です。

専用の補綴システムにより、即時補綴作製を容易にし、

患者さんは最終補綴物装着までの間を快適に過ごせます。

多様なアングルで植立されたインプラントにも適応する補綴コンポーネントにより、

咬合支持のバランスをとり、ストレスのないクロスアーチスプリントを実現します。

ほとんどのインプラントシステムとも併用が可能で、

除去時には骨の損失を最小限にとどめ、不快感も伴いません。

本製品に関するお問合せ・カタログ請求はお気軽に弊社までご連絡ください。

090-00002 MTI イントロダクトリーキット
（スターターコンプリートキット）

127,000円（税抜）

※メタルケース付

専用インスツルメン
トを含む

全16品目入りのセッ
ト!!

単品でのご購入より
も、

大幅にお得です!!

φ1.8mm

φ1.8mm

承認番号：21600BZY00613000

増田先生セミナースケジュール（2018年度）

■ 7月 8日（日）  大阪市 （梅田センタービル）

■ 8月19日（日） 福岡市 （電気ビル）

■ 9月29日（土）又は30日（日） 札幌市内（準備中）

　インプラント治療においては「抜歯後どうなるんですか？」という
患者さんの疑問や「一時的にでも入れ歯は絶対に嫌なんです。」と
いう要望があり、その様な時に暫間インプラントの適用が有効となる。

　MTIインプラントを使用する事で固定式でも可撤式でも多様な
方式で快適さを最初から提供でき、数か月間にわたる治療期間中
の患者満足度の向上を図ることができる。

　また、MTIインプラントは埋入後にネックから上部を屈曲して方向
を変えることができるのでBone Drivenな埋入ができるのが利点で
ある。また、補綴装置のみならずメンブレンの固定などにも応用で
きる。

　応用的な埋入法としては上顎結節部位や上顎口蓋側への傾斜埋入
も有効である。

最後にMTIインプラントの利点として
● シンプルな埋入術式で強固な固定
● ３種類の長さから選択可能
● セメントで直接固定が可能
● 屈曲する事で傾斜埋入が可能
の4点をあげられ、まとめとされました。

　なお、弊社では2018年に下記の通りMTIをテーマとしてセミナーで
増田先生にご登壇頂く計画となっております。さらに詳細で具体的な
臨床活用のご解説を頂けますので、ぜひご参加ください。

部分欠損に対する暫間インプラントに
よる即時負荷を行った例

暫間即時負荷デンチャー
技工所手製のOリング用ヘッド部を応用した例



人気製品ご紹介人気製品ご紹介

おすすめサービスおすすめサービス

ImplantDirect システムのCAD/CAMカスタムメイドアバットメントご利用のおすすめ

ImplantDirectインプラントをお使いの先生へ

～提携ミリングセンター利用キャンペーン実施中～

現在、弊社では、Implant Direct社のインプラントを

購入し、提携ミリングセンターを（Implant Directシス

テムに限らず）ご利用頂いた場合、次回のインプラント

ご購入時に割引価格が適用されるキャンペーンを

行っております。詳細につきましては、弊社までお問合

せください。

歯科技工所様へ

～今後、サービスメニューの拡大も予定～

弊社が紹介させて頂く提携ミリングセンターは、Implant Direct社の

インプラント向けとして弊社とミリングセンター様で確認が取れてお

り、日本国内ではこの2社のみが該当しております。もちろん両社は、

Implant Direct社以外にも対応可能です。両社とも今後、随時サービ

スメニューの拡大を予定しております。ぜひ一度、お試しください。

弊社では、 Implant Direct社のインプラントシステム（レガシー・

インタラクティブ・スウィッシュアクティブ・スウィッシュプラス・

スウィッシュテーパード）向けのCAD/CAMチタンカスタムメイド

アバットメントの製作が可能な提携ミリングセンターとして、 (株 )
コアデンタルラボ横浜様/神奈川県、（合）ベレッツァミリングセンター

様/京都府をご紹介しています。チタンカスタムメイドアバットメント

による、より機能性・審美性の高い補綴をご希望

の先生方は、ぜひお取引技工所様と御相談の

上、弊社提携ミリングセンターをご利用ください。

両社はそれぞれのミリングサービスメニューを

用意しておりますので、詳細につきましては、

お取引技工所様を通じてご確認ください。

連絡先 ： 
（株）コアデンタルラボ横浜 ： 045-840-0811
（合）ベレッツァミリングセンター ： 0771-21-1058

▲インプラントの納品時

　同梱されているハガキ

　（特別注文書）

お得なハガキも

ご活用ください。

インプラント治療を成功に導く抜歯窩掻爬に！

シラトリキュレット 白鳥 清人先生考案・監修により開発した外科用キュレットです。先端がハンドル

中心軸の延長線上に位置しており、先端に力をかけやすく、今までにない高い操

作性を実現し、不良肉芽の掻爬が容易になります。

太目のハンドル径や各部と全長のバランスを追求したキュレットです。

Shiratori Cu r e t t e

商品コード 307-36512 シラトリキュレット 3.0/3.0ｍｍ

商品コード 307-36511 シラトリキュレット 2.0/2.0ｍｍ

標準価格：各10,000円  (税別) 

先端刃部は 2mm
3ｍｍの 2タイプ

ハンドルの中心軸上に

先端を配置した高い操作性を

ぜひお試しください。

白鳥 清人 先生

開発協力

待望の
ティッシュレベル

インプラント
SwishPlus™
スウィッシュプラス

エステティックレベル

SwishTapered™
 スウィッシュテーパード

ティッシュ /ボーンレベルRN
Octa

WN
Octa

豊富なインプラントサイズ、

補綴のバリエーションをご用意。

承認番号：22800BZI00024000、22700BZI00018000

昨秋発売のImplant Direct社「スウィッシュ

プラス」および「スウィッシュテーパード」イ

ンプラントは、ティッシュレベルタイプのイン

プラントシステムで、それぞれに外科的に多

くの共通性を持ちながら最新コンセプトを

取り入れたボディ形状をしています。アバット

メントとの接合様式は共にインターナルオク

タゴンです（3.7mmプラットフォームは除く）。

6mmLショートサイズを含む豊富なライン

ナップで、様々な場面での対応が可能です。

カタログ請求、デモ・製品説明などお気軽に

お問合せください。 TEL.03-5850-8555  

梅原一浩先生、増田勝彦先生

ご執筆の臨床レポートもぜひ

ご一読ください。

共 通 で 互 換 性 の あ る プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

⑥十分な剥離ができてから，一塊として

肉芽を取り出す．

①歯牙の周囲と根尖部に肉芽があり

保存不可能な状態を示す．

②健康な口腔粘膜

部分と感染肉芽の

境界部は，鋭利な

メスで切離する．

肉芽除去の方法

③切離した上部から

鋭匙で不良肉芽を

骨面から剥離して

いく.

④この時，重要なの

は，刃の先端を骨面に

当て，背面を肉芽側に

して，押すストローク

で剥離していく．

⑤抜歯窩全周にわ

たって同じ操作で

肉芽の剥離を慎重

におこなう．

POINT 不良肉芽の一塊掻爬による骨保存!

届出番号：13B1X00053Y00009

引用元 ： 白鳥先生臨床レポート



掲載情報・商品・サービスおよびニュースレターに関するお問合せは おかげ様で設立25周年

セミナー・講演会ご案内セミナー・講演会ご案内

インプラテックス

上記のセミナー・講習会の内容詳細・お申込みにつきましては、同封の案内状もしくは弊社WEBサイトをご覧ください。

メールニュースやってます。
implatex-news@itx.co.jp

「配信希望」と送信ください。
新製品・セミナー情報等を
ご案内いたします。　　　　  

会場

国内演者 受講料

3/24(日) 10:00～18:00開催日時

2019.
有楽町朝日ホール （東京都千代田区）

定員 500名
通常 15,000円（税込）

早割 10,000円（税込・12/25までのお申込）

技工士・衛生士様 5,000円（税込）

Prof.Stefan Renvert 越智 守生教授・古賀 剛人先生・椎貝 達夫先生

弘岡 秀明先生・三好 敬三先生 （五十音順）

（予定）

2019年春にインプラテックスサミット開催が決定いたしました。国内外の著名な先生方を招聘し、

歯科インプラントの現在と未来、最新テクニック、次世代のインプラントについてご講演いただきます。

詳細は次回ニュースレター夏号（7月初旬発行）の案内状をご覧ください。

お申込みご予約も承ります。お気軽に弊社までお問合せください。

ITX SUMMIT 2019 開催
決定

インプラテックス  インプラント  サミット  2 0 1 9

【速報】インプラテックス サミットの来春開催が決定いたしました！！

速報速報

implatex-news@itx.co.jp 左記アドレスに件名を「配信希望」としてメールを
ご送信ください。本文は不要です。

弊社が月一回配信しているメールニュースでは、弊社主催のセミナー・講演会の受講費がおトクになる

ご優待案内・セミナー情報・新商品情報を配信しております。これから受講される方もぜひご登録ください。

メールニュース受信・閲覧でセミナー・講演会をご優待

ITX
メールニュース

おトクにセミナー

Implant Direct社インプラントの第一人者であるProf.　John S. Cavallaroご執筆の

「100per cent success rate」レポートの日本語版が完成いたしました。

本レポートをご希望の方は implatex-news@itx.co.jp まで件名を「レポート希望」と

して、本文に住所・お名前・施設名を記載のうえ、メールをご送信ください。

折返し、PDFデータ（A4 8ページ・0.6MB）をお送りいたします。 Prof. John S. Cavallaro

レガシー3インプラント臨床レポート

「100 per cent success rate（Prof.Cavallaro 著）」配布のお知らせ

弊社セミナー開催スケジュール （2018年 4月～ 9月）

海外演者

4月15日（日）
5月13日（日）
5月20日（日）
6月10日（日）
7月1日（日）
7月7日（土）
7月8日（日）
7月8日（日）
7月22日（日）
8月19日（日）
8月26日（日）
8月26日（日）
9月15日（土）
9月22日（土）

東京　白鳥 清人先生・奥山 雅人先生・雨宮 啓先生　「スペシャル講演会　包括的治療におけるインプラント」
東京　林 丈一朗准教授　「失敗症例とエビデンスから考える ペリオ・インプラントの低侵襲Soft Tissue Management」
東京　藤関 雅嗣先生　　「インプラントオーバーデンチャーにおける診査診断からロケーターアタッチメント応用までの重要ポイント」
大阪　添田 義博先生　　「インプラントオーバーデンチャーの基礎から応用まで」
大阪　林 丈一朗准教授　「失敗症例とエビデンスから考える ペリオ・インプラントの低侵襲Soft Tissue Management」
札幌　藤関 雅嗣先生　　「インプラントオーバーデンチャーの勘所」
大阪　増田 勝彦先生　　「患者さんの満足度向上のための暫間インプラント」
東京　申 基喆教授　　　「インプラントの長期安定性を踏まえたソフトティッシュマネジメントとメインテナンス【ハンズオンセミナー】」
大阪　磯村 治男先生　　「Mectron PIEZOSURGERYを使用した水平埋伏智歯の抜歯法　埋伏歯の抜歯をroutine workにする」
福岡　増田 勝彦先生　　「患者さんの満足度向上のための暫間インプラント」
福岡　藤関 雅嗣先生　　「インプラントオーバーデンチャーの勘所」
東京　椎貝 達夫先生　　「即時、早期埋入かつ低侵襲なインプラントサイトの拡大法 - 骨移植によらない骨拡大による解決法 -」
那覇　山﨑 長郎先生　　「デジタル時代の潮流とその対応」
那覇　白鳥 清人先生　　「審美インプラント治療及び欠損補綴部へのインプラント治療を確実に行うために【ハンズオンセミナー】」

th

AnniversaryAnniverssary thth

スウェーデンKristianstad大学教授
元スウェーデン歯周病学会会長
元EFP会長
2009年ストックホルムでのEuroperio 6会議議長
2017年3月マルタでのEFP Perio Master Clinic議長
インプラント周囲炎に関連した論文を
多数発表
高齢者の歯周病、歯周病と全身疾患との
関連を研究
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