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KYOCERA IMPLANT TODAY

Product Information

ファイナペック®APC
POI System Implant Course

POIシステム研修会日程

新年を迎えて
新年明けまして、おめでとうございます。

旧年中は、格別なるご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、昨今の私たちを取り巻く環境は、依然として先行きが不透明な経

済状況に加え、本年4月より患者負担の増加を求めるなどの医療保険制度

改革により、厳しさを増してくるものと予想されます。

　こうした状況下ではありますが、私どもはインプラント治療を通じま

して、多くの先生方、患者さんたちとともに喜び合えるよう努めてまいり

ます。

その一つとして、本年は「京セラ・コロキウム」の開催を予定しております。

歯科インプラント治療に関する最新情報のご提供、また、先生方の意見交

換の場として有益な講演会とすべく、企画をいたしております。ぜひとも、

数多くの先生方のご参加を心よりお待ち申し上げております。

また、製品開発におきましても「POI System」の更なる充実をはかる製

品の発売を計画しております。

　今後も先生方はもとより、患者さんにもご満足いただけるような製品

開発ならびに情報提供に全力で取り組んでまいる所存でございますので、

何卒、倍旧のご支援、ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

ファイナペック®APCの
特徴と応用時の注意事項

東京歯科大学歯科保存学第一講座

丹羽 よう子 ・ 三宅 梨恵 ・ 村上 美帆 ・ 中川 寛一

Report 

バイオセラム事業部長

佐 野  健 次
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　ファイナペック® APCが市販されてから10年が経過しようとしてい

る。この間多くの臨床家の先生方に愛用されてきた。本材はリン酸カル

シウム系のセラミックス、特にハイドロキシアパタイ

トに関する基礎的ならびに臨床的な検索の結果をもと

に処方された根管充填材で、ハイドロキシアパタイト

を基材とし、これに硬化系に関与する材品とX線造影

材とを配合したものである。ハイドロキシアパタイ

トの有する優れた生物学的特性を生かしつつ、根管

充填用シーラーとして臨床上重要な操作性や歯科

理工学的な諸性状にも十分配慮されている。

ファイナペック® APCの構成
　本材には粉末の基材成分としてハイドロキシアパタイト、そして硬化系

として酸化マグネシウムが、またX線造影材として次炭酸ビスマスが配合さ

れている。本材に配合されたハイドロキシアパタイトセラミックスは、焼成

温度1000℃前後、粒子径数μmのもので、液状成分と練和した際に一様に

滑らかな練和泥になるように考慮されている。酸化マグネシウムは液状成分

のグアヤコールとともに主硬化系であるマグネシウムグアヤコ－ルセメン

トを構成し、硬化後はハイドロキシアパタイト粒子間のマトリックスとなる。

本硬化系は単独でも根管充填材として充分な生物学的特性を具備している。

また液状成分中に添加されているユーカリ油は適度な芳香を与えるととも

に、ガッタパーチャポイントとの併用根管充填時にその表面を一層軟化させ、

ポイント相互のバインダー（結合材）としての機能を与えることを目的とし

ている。

ファイナペック® APCの特徴
　本セメントは、それ自体に硬組織形成能を具備

するバイオアクティブなセメントで

① 組織親和性と生物学的安定性。

② 適度な硬化時間。

③ 優れたフロー（流動性）と小さい硬化時収縮。

④ 適度なX線造影性。

⑤ 硬化後のセメントからわずかながら徐放され

るグアヤコールによる創傷面での鎮静効果。

といったような特徴を具備している。

応用時の注意事項
　本材の基材などの特徴から応用上の注意事項

について述べる。

① 練和は、紙練板とプラスチックスパチュラを

用いる。金属製のスパチュラの使用は、基材の

ハイドロキシアパタイトによって削られた金

属粉を混入させることになる。

② ガッタパーチャとの併用根管充填にあたって、

練和したシーラー中にアクセサリーポイント

を並べておくと、液状成分中のユーカリ油に

よってポイントが軟化されるため、アクセサ

リーポイントへの塗布は充填直前に行い、少

量とする。

③ 本品は練和後十分な操作時間が確保されてい

るが、硬化系の性質上、水分によって反応が促

進される。根管充填時には根管内の十分な拭掃、

乾燥が必要である。

④ 本材は、ガッタパーチャポイントとの併用根

管充填材（シーラー）として応用されるもので

あるが、適度な稠度となるような粉液比（一般

的に計量スプーンによる粉液比は硬めとなっ

ている）を設定することもできる。

東京歯科大学歯科保存学第一講座

ファイナペック® APCの
特徴と応用時の注意事項

Report

丹羽 よう子 ・ 三宅 梨恵 ・ 村上 美帆 ・ 中川 寛一

ファイナペックAPCとガッタパーチャを用いて垂直加圧根管充填を行った症例
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歯科用根管充填材

無機医用生体材料のなかでも生体親

和性に優れたセラミックであるハイ

ドロキシアパタイトを基材とする

ことで、根端部周囲組織に対して親

和的に作用するよう考慮された硬

化型の根管充填材です。

ガッタパーチャポイントとの併用根管

充填時の根管用セメント（シーラー）と

して根管内を物理的に封鎖するよう

処方されており、根端孔部の硬組織

性の閉鎖による周囲組織の保護治癒

をはかることができます。

承認番号20100BZZ01671000
希望小売価格： 8,700円

■特 徴
1. 生体親和性に優れるハイドロキシアパタイトを配合した硬化型の根管充填材です。

2. 組織刺激性がゆるやかであり、創傷面に対して自然治癒能力を阻害しない等の

    生物学的特性を有しています。

3. 適度な硬化時間を有しています。

4. 練和泥はなめらかで、流動性（フロー）に優れています。

5. 硬化時の収縮が小さく、封鎖性も優れています。

6. 適度なX線不透過性を有しています。

Product Information

※： 本コース内容につきましては、別途お問い合わせください。

GTR・GBRオペ見学会※

GTR・GBR講習会※

ベーシック I コース

ベーシック II コース

サイナスリフト手術見学コース※

2003年 2月23日（日）

2003年 3月16日（日）

2003年 3月16日（日）

2003年 1月25日（土）・26日（日）

2003年 3月15日（土）・16日（日）

2003年 2月20日（木）

2003年 3月 9 日（日）

2003年 3月16日（日）

2003年 1月26日（日）

2003年 3月13日（木）

2003年 5月18日（日）

2003年 1月26日（日）

2003年 2月15日（土）

広　島

大　阪

名古屋

東　京

福　岡

福　岡

沖　縄

東　京

大　阪

福　岡

長　崎

大　阪

東　京

コース内容 日　程 開催地
ベーシック I コース

・外科術式（植立実習）
・質 疑 応 答

・症 例 紹 介
・検 査・診 断

・システム概要・インプラント基礎知識
・補 綴 術 式
 

● 研修内容

● 参 加 費

● 定　　員 

これからインプラントを始めようとお考えの先生に、POIシステムにつ
いて、顎模型を用いた植立実習などを交えながら、わかりやすく解説しま

ベーシックIコースと同じ内容の講議及び模型実習に加え、ライブオペの
見学を通じてより理解を深めていただけます。

－1日間－

ベーシックII  コースオペ見学付き－2日間－

￥70,000（教材費・実習費・昼食費及び消費税を含む）
※既にPOI講習会を受講された先生は￥20,000（マニュアル代含まず）

15名

● 参 加 費

● 定　　員 

￥100,000（教材費・実習費・昼食費及び消費税を含む）
※既にPOI講習会を受講された先生は￥50,000（マニュアル代含まず）

10名



製品に関するお問い合せは下記へ

東京営業所�〒150-8303�東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F）� TEL 03-3797-4616�FAX 03-3486-2739

名古屋営業所�〒460-0003 名古屋市中区錦3-4-6（桜通大津第一生命ビル10F） TEL 052-962-7477�FAX 052-962-7439

京都営業所�〒612-8501�京都市伏見区竹田鳥羽殿町6� TEL 075-604-3449�FAX 075-604-3450

大阪営業所�〒532-0003�大阪市淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル3F）� TEL 06-6350-4696�FAX 06-6397-8233

九州営業所�〒812-0016�福岡市博多区博多駅南2-9-11（福岡山善ビル9F）� TEL 092-472-6933�FAX 092-472-6938

A7T030121T/009940

バイオセラム事業部

〒612-8501　京都市伏見区竹田鳥羽殿町6
http://www/kyocera.co.jp/

POI System Implant Course

● 会　　場：

● 定　　員：

● 参 加 費：

● お問い合せ：

全労済モルティ天神ビル9F 第1会議室
〒810-0073
福岡市中央区舞鶴1-1-7
TEL 092-761-0180

歯科医師15名 （定員になり次第締切）

50万円 （研修・材料・教材・昼食・懇親会費含）

京セラ株式会社 九州営業所内
「実践インプラント 4ヵ月コース」係
担当 加 納、樋 口
〒812-0016
福岡市博多区博多駅南2-9-11福岡山善ビル9F
TEL 092-472-6933
FAX 092-472-6938

（折返し受講に関するご案内を送付致します。）

元　永三 先 生（福岡市開業）

張　在光 先 生（福岡市開業）

安東俊夫 先 生（福岡県大野城市開業）

林　美穂 先 生（福岡市開業）

馬場夏樹 先 生（エイトデンタル開業）

― 診断からメンテナンスまで ―

実践インプラント 4ヵ月コース

I.C.G研修会

第20期日程

第1回 平成15年8月2日（土）・ 3日（日）

第2回 平成15年9月6日（土）・ 7日（日）

第3回 平成15年10月4日（土）・ 5日（日）

第4回 平成15年11月8日（土）・ 9日（日）

講  師


