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2019年7⽉15⽇（⽉・祝）東京イイノホール&カンファレンスセンターで開催予定のCOLLOQUIUM IN
2019 の演題が決定しました。
今後の臨床に役⽴つ内容となっています。皆さまのご参加をお待ちしております。



近藤 尚知 先⽣
岩⼿医科⼤学

Dr. Luis Cuadrado
i2 Implantologia Clinic and Learning
Center 
UDIMA university Madrid

- MD
- DMD
- Plastic, Reconstructive and Aesthetic
Surgeon
- Member of AO, EAO, SEI, SECIB,
SECPRE, ITI
- ITI Member
- Head ITI study club Madrid 3
- KOL of 3 Shape
- KOL of STRAUMANN
- KOL of IVOCLAR VIVADENT
- KOL of MIS
- KOL of PHIBO
- BETA TESTER: 3 Shape, STRAUMANN,
IVOCLAR VIVADENT,MIS , PHIBO
- STRAUMANN BLX BETA TESTER FULL
DIGITAL

2  FINESIA クリニカルセッション 1

座⻑ 演者

澤瀬 隆 先⽣
⻑崎⼤学

11:10 - 11:45

インプラントの⻑期安定に必要な⼆つの視点

吉野 晃 先⽣
吉野デンタルクリニック

11:45 - 12:20

インプラント即時埋⼊と即時負荷の要件
〜FINESIAインプラントの可能性と期待〜

⽶澤 ⼤地 先⽣
⽶澤⻭科醫院

1  3Shape招待講演

座⻑ 演者

9:30 - 11:00

Latest trends in Digital Dentistry
: a whole new world of treatments

https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/mailmagazine/pdf/20190531/colloquium_summary.pdf


⽔上 哲也 先⽣
⽔上⻭科クリニック

13:15 - 13:35

FINESIAを臨床に取り⼊れて
〜フリーハンドVSガイデッド〜

杉⼭ 健太郎 先⽣
杉⼭デンタルクリニック

13:35 - 13:55

低侵襲インプラントを⽬指した
抜⻭後の戦略的マネジメント

古屋 英敬 先⽣
板橋⻭科・矯正⻭科

13:55 - 14:15

インプラント周囲炎予防を考慮した、
埋⼊位置の決定

坂巻 良⼀ 先⽣
新浦安ハーヴェスト⻭科・矯正⻭科
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座⻑ 演者

春⽇井 昇平 先⽣
東京医科⻭科⼤学

14:45 - 15:20

FINESIAを⽤いた
フルデジタルインプラント治療

丸尾 勝⼀郎 先⽣
三軒茶屋マルオ⻭科

15:20 - 15:55

サージカルガイドは救世主か︖
〜誰も知らない本当のこと〜

皆川 仁 先⽣
皆川総合⻭科クリニック

15:55 - 16:30

FINESIAの臨床的評価と使⽤法の考察

林 美穂 先⽣
⻭科・林美穂医院

3  ⼀般講演

座⻑ 演者



プログラム内容については変更させていただく場合がございます。

開催⽇時 2019年7⽉15⽇（⽉・祝⽇［海の⽇］） 9:30〜16:30

会 場
イイノホール＆カンファレンスセンター 4階「ホール」
東京都千代⽥区内幸町2-1-1

お申込み お申込みはこちら

参加費
⻭科医師︓15,000円
コデンタル︓8,000円
※⾦額は全て税込み⾦額です。

2019年4⽉13⽇（⼟）、14⽇（⽇）の両⽇にわたり、メルパルクホール（⼤阪市）にて、第7回 SAFE学
術⼤会 「インプラントのトラブルヘキサゴン〜補綴・技⼯的合併症〜」が開催され、約550名の⻭科医
師、⻭科技⼯⼠、⻭科衛⽣⼠の先⽣⽅が参加されました（学会調べ）。
本学術⼤会においては、今回のメインテーマである補綴・技⼯的合併症について多くの講演と活発な討論
が⾏われ、「補綴（治療）の基本からメンテナンスを⾒つめ直す」をテーマにした⻭科医師と⻭科衛⽣⼠
とのコラボセッションも⾏われました。インプラント治療で良好な⻑期成績を得るためには、⻭科医師と
コデンタルとの強い協⼒体制が必要であることが改めて共有された2⽇間でした。
当社は、⽶澤⼤地先⽣（⽶澤⻭科医院）に座⻑役をお引き受けいただき、ランチョンセミナーを開催しま
した。演者の澤瀬隆先⽣（⻑崎⼤学・⽣命医科学域・⼝腔インプラント学分野・教授）は「FINESIA開発
の背景と今後の展望」と題して、インプラント体に掛かる荷重が⾻に与える影響やFINESIAの開発経緯に
ついて報告されました。聴講された先⽣⽅には、FINESIAへのご理解を深める⼀助としていただけたと感
じています。

https://conv.toptour.co.jp/2019/colloquium2019/
https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/mailmagazine/pdf/20190531/colloquium_in_2019.pdf


共催ランチョンセミナー 機器展⽰

⼼地よい春の⽇差しが降りそそぐ⽇、京セラ本社（京都市）と滋賀野洲⼯場（野洲市）に、本多正明先⽣
（本多⻭科医院）、澤瀬隆先⽣（⻑崎⼤学・⽣命科学域・⼝腔インプラント学分野・教授）、⿊嶋伸⼀郎
先⽣（同准教授）がご来社されました。
まずはじめに、京セラ本社ビル内にある「京セラファインセラミック館」と「京セラギャラリー」、本社
ビルに隣接する「稲盛ライブラリー」を⾒学されました。「稲盛ライブラリー」は、京セラ創業者、稲盛
和夫の⼈⽣哲学、経営哲学を中⼼に、技術者、経営者としての⾜跡や様々な社会活動の歴史を展⽰してい
ます。稲盛和夫の⼈⽣哲学をはじめ、我々の歴史と思いをご説明させていただきました。
次に、滋賀県野洲市の京セラ滋賀野洲⼯場に移動し、⻭科インプラントと⼈⼯関節の⽣産ラインを⾒学さ
れました。ライン毎に、製造プロセスと管理体制を確認され、京セラの⽣産への取り組みについてもご理
解を深めていただきました。また、澤瀬先⽣には⼯場勤務の社員向けに、インプラント治療についてのご
講演もいただけて当社としても⼤変感銘を受けました。
ご来社いただいた先⽣⽅、誠に有難うございました。
本社ならびに野洲⼯場の⾒学を随時実施しています。ご希望の⽅は当社営業担当者までご相談ください。



京セラ本社ビル前 稲盛ライブラリーの⾒
学⾵景

滋賀野洲⼯場の⾒学⾵景

「FINESIA」から、インプラント体に装着して、LOCATOR式のオーバーデンチャー製作に使⽤する、
「LOCATORアバットメント」が今夏に追加発売予定となりました。詳細な発売時期は追ってご連絡いた
します。

販売名 承認／届出番号

BLタイプ

FINESIA BL LOCATOR
アバットメント 23000BZX00355000

TLタイプ
FINESIA TL LOCATOR

アバットメント
23000BZX00354000



「FINESIA」をはじめ「FINESIA Surgical Guide System」の展⽰を予定しています。ご来場の際は、
当社ブースにお気軽にお⽴ち寄りください。

当社は、クインテッセンス出版株式会社が提唱する「インプラント安全宣⾔」を、その宣⾔の主旨に賛同
し、サポートしています。

https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/mailmagazine/pdf/20190531/implant.pdf


■京セラサポートセンターのご案内

電話番号 0120-60-3810（フリーダイヤル）

受付時間 ⽉〜⼟曜 9︓00〜18︓00
（⽇曜祝⽇、夏季・年末年始等の当社休業⽇を除く）

該当製品 CT装置含むX線診断装置
X線診断装置に関わる周辺機器（PC、サーバー、ソフトウェア等）

ご不明な点がございましたら当社営業担当までお問い合わせください。

メールマガジンの配信中⽌、配信先アドレスの変更を希望される⽅

お⼿数ですが下記⼿続きにてご連絡ください。ご連絡をいただいてから⼿続きが完了するまで２週間程度かかります。あら
かじめご了承ください。また、配信中⽌のご連絡をいただいた後にメールが届いたり、アドレス変更後にメールが届かない
場合は、誠にお⼿数ですが弊社までお問い合わせください。≪お問い合わせ先︓075-778-1977≫

■メールマガジン配信の中⽌について

1.こちらをクリックしてください ⇒ dental-info-received@gp.kyocera.jp
(メールウィンドウが開かない場合は、恐れ⼊りますがアドレスをコピーして宛先へ貼り付け、送信ください)

2.「件名」に「メルマガ配信中⽌」と⼊⼒してください

3.「本⽂」は無記⼊で結構です

4.「送信」ボタンをクリックします

■メールマガジン配信先アドレスの変更について

1.こちらをクリックしてください ⇒ dental-info-received@gp.kyocera.jp
(メールウィンドウが開かない場合は、恐れ⼊りますがアドレスをコピーして宛先へ貼り付け、送信ください)

2.「件名」に「メルマガアドレス変更」と⼊⼒してください

3.「本⽂」に必ず「お名前」「⻭科医院名」「変更後のアドレス」を明記してください

4.「送信」ボタンをクリックします

当メールマガジンのコンテンツは医療関係者向けです。転載および、医療関係者以外の⽅への転送はご遠慮くださいますようお願い申
し上げます。

「finesia.world」は京セラが運営しています。

mailto:dental-info-received@gp.kyocera.jp
mailto:dental-info-received@gp.kyocera.jp
https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/finesia/index.html
https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/finesia/index.html


「デンタル製品 ネット販売」は、京セラ株式会社が企画運営する⻭科医療関係者向けデンタル製品
ネット販売専⽤サイトです。

「関節が痛い.com」は、⼈⼯関節と関節痛（股関節・膝関節の痛み）の情報サイトです。⼈⼯関節
の⼿術を受けた⽅の体験談や、先⽣からのメッセージ、気になる治療費のことまで広く情報提供し
ています。

京セラ株式会社 メディカル事業部
〒612-8501 京都市伏⾒区⽵⽥⿃⽻殿町6番地 Tel:075-778-1977

「FINESIA」は京セラ株式会社の登録商標です。 © 2019 KYOCERA Corporation

http://www.kyocera-dental.com/
http://www.kyocera-dental.com/
https://www.kansetsu-itai.com/
https://www.kansetsu-itai.com/
http://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/



