
インプラント総合商社であるインプラテックスだから企画できる
幅広い内容のセミナーをご案内いたします。（2018年1月 ～5月）

白鳥 清人先生　

「インプラントで,包括的治療は変わる！？」

奥山 雅人先生　

「コニカルコネクションインプラントを使用した少数歯欠損への臨床応用」

雨宮 啓先生　　

「静脈内鎮静法を活用した安全で快適なインプラント治療」

包括的治療におけるインプラント

13:00
　～ 17:204/15

4/15

日

日

開催日時

2018.
【会　場】 ベルサール八重洲 (東京駅 八重洲北口 徒歩 3分 )

【受講費】 10,800円 （税込）　　　【定員】 100名

本講演会につきましては2018年1月発行のITX NewsLetterおよびWEBサイトにて詳しくご案内いたします。

現在における歯科インプラントの低侵襲テクニックとシステム、より安全を追い求めた治療についてご講演頂きます。

講演内容
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FAX送信先 03-5850-8505 ( 株式会社インプラテックス東京本社 )

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

● 開催日時・場所などが変更となる場合もございます。 ● お申込者が少ない場合、又はやむを得ない事情が生じた際には、中止または延期になる場合がございます。予めご了承ください。 
● 開催場所・会場などの詳細はお申込後、FAXにてご連絡いたします。※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。弊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。弊社の個人情報に関する方針の詳細は弊社ホームページにも記載しております。http://www.itx.co.jp 

※FAXをお持ちの場合
は必ずご記入ください。

お申込みは24時間受付

包括的治療におけるインプラント 講演会 裏面掲載コース

5/20

■お申込みのコースに□印の記載をお願いいたします。

3/11札幌コースはご記入の必要ありません。

1/28 日A 3/11日B 5/13 日C 日D
東京（磯村先生）東京（白鳥/奥山/雨宮先生） 札幌（北所/須田先生） 東京（林先生） 東京（藤関先生）

The first half
premium

TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp

必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。
受講費は記載の振込先へお願いいたします。

主催・お申込み・お問合せは

※ 振込の際は御名義のあとに続けて、申込書にご記入の電話番号を入力してください。

※ 振込手数料は、送金人様にてご負担をお願いいたします。

※ 銀行の振込明細書をもって領収書の発行に代えさせて頂きます。

※ 受講費のご入金をもって正式登録とさせて頂きます。

※ 振込の際は御名義のあとに続けて、申込書にご記入の電話番号を入力してください。

※ 振込手数料は、送金人様にてご負担をお願いいたします。

※ 銀行の振込明細書をもって領収書の発行に代えさせて頂きます。

※ 受講費のご入金をもって正式登録とさせて頂きます。

申込方法

振込先 りそな銀行　本郷支店 （普通） 1575058　
口座名 ：株式会社インプラテックス

5セミナー共通申込書

すべてのインプラントロジストへスペシャル講演会

★itx web



講演内容

12:00
　～ 16:303/11 日

開催日時

2018.
【会　場】   アスティ 45 ビル ACU-A 1613 （札幌駅前徒歩 3分）

【受講費】 無料　2018.

インプラテックス 札幌 特別講演会

北所 弘行先生　

「Piezosurgery®を用いた効果的な外科処置及びリスクマネージメントについて」

須田 善行先生　

「インプラント治療における周囲組織に対する外科的マネージメントについて」北所 弘行先生
札幌テイネ歯科
口腔外科クリニック

須田 善行先生
さっぽろ石山通り歯科 
ペリオ・インプラントセンター

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

10:00
　～ 13:001/28 日

開催日時

2018.
【会　場】   インプラテックス本社　(日暮里駅 徒歩 7分 )

【受講費】 12,960円 （税込）

講師が実際に手がけるPIEZOSURGERY®を用いた安全で確実な抜歯治療を豚顎の実習でご習得頂けます。

磯村 治男 先生
医療法人社団 いそむら歯科医院 理事長

公益法人社団 日本口腔インプラント学会 専門医

日本歯周病学会 会員

日本口腔検査学会

Mectron社 PIEZOSURGERY公認インストラクター

・ ピエゾサージェリーの特徴

・ ピエゾサージェリーを用いた臨床応用例

・ Socket Preservationへの応用

・ 豚顎を用いてのデモ、抜歯実習 豚顎使用実習あり

講義

実習

東京
開催

札幌
開催

13:00
　～ 16:005/13 日

開催日時

2018.
【会　場】   インプラテックス本社　(日暮里駅 徒歩 7分 )

【受講費】 10,800円 （税込）

林 丈一朗 先生
インプラントダイレクト公認インストラクター

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

アメリカ歯周病学会会員

インプラントにもペリオにも応用できる内容で、低侵襲かつ質の高い歯科治療を学んで頂けます。インプラントにもペリオにも応用できる内容で、低侵襲かつ質の高い歯科治療を学んで頂けます。

超高齢時代のペリオ・インプラント　失敗症例から学ぶ低侵襲Soft Tissue Management

・ 超高齢時代のブラッシング指導に求められる意識改革

・ 軟組織移植における失敗症例の原因と対策

・ 2次手術時の低侵襲Soft Tissue Management
・ 審美領域の低侵襲Soft Tissue Management
・ 矯正、修復治療を応用した非外科的Soft Tissue Management
・ インプラントのメインテナンス：天然歯との共通点と相違点

・ ペリオ、インプラントに必要な外科器具と使用法

・ インプラント周囲炎治療に用いる器具の使用法

講義

デモ

東京
開催

9:30
　～ 13:305/20 日

開催日時

2018.
【会　場】   インプラテックス本社　(日暮里駅 徒歩 7分 )
【受講費】 10,800円 （税込）

・ インプラントオーバーデンチャーにおける審査診断の要点

・ ロケーターアタッチメント補綴設計の要点と注意点

・ 実際の術式（症例紹介：直接法での取込み動画等）

・ ロケーターアタッチメントの取り込みデモ/脱着体験

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

制限の多い高齢者へのインプラントオーバーデンチャーの考え方と、シミュレーションシステムの

有効活用による最適な診断・治療計画から埋入・補綴まで、成功へのノウハウをご紹介します。

インプラントダイレクト公認インストラクター

東京歯科大学卒業 /歯学博士

藤関歯科医院院長

日本補綴歯科学会専門医 ・指導医

日本顎咬合学会認定

日本口腔インプラント学会専門医

藤関  雅嗣先生

開催日時

2018.
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