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標準価格： 498,000円 

　本年10月より、ご好評いただいていた「イン

プランターS」から性能、スタイルともに一新した外科

手術マイクロモーター「インプランターNEO」が登場

いたしました。 

　標準ハンドピース（減速比20分の1）1本でインプ

ラント治療に必要な回転速度、毎分10回転～2000

回転までカバーできる高性能マイクロモーターを採用

しました。また、トルクは最大50N（回転速度との関係

で安全・機能上の制限あり）まで設定できます。イン

プランターNEOは、インプラント窩の形成の他に、フィ

クスチャーの埋入、キャップ類の脱着等に使用でき、

このことにより、パワーツールを用いてフィクスチャー

を埋入する様々なインプラント・シス

テムにも対応できます。 

　さらに、インプラント手術

の様々な場面で、回転

速度、トルク、注水量、

回転方向正逆

の最適な組み合

せが設定できる

プログラム機能

も搭載しており

ます。 

 

　フットペダルはアクセル式なので無段階で

スピードコントロールができ、プログラム変更等

が足で行えるフットスイッチも装備されいます。 



　私は福岡市にて1988年7月に開業し

て以来現在14年目になります。当初の

一年間は患者確保に追われる日々で、来

院された患者さんをひたすら一生懸命に

治療するというものでした。また一日の来

院患者数を2桁にするのに約半年もかか

るという有様でした。勿論、保健診療中

心ですので当時は精神的にかなり追い

詰められていました。 

　その状態から少しでも早く脱却したいと

いう思いもあって、福岡市開業の糸瀬正

通先生の診療所に可能な限り臨床見学

をさせていただくようになりました。一日の

来院患者数が多いこともさることながら、

患者さんの質や診療レベルの高さにい

つも刺激を受け、私もいつの日か糸瀬先

生のようにということを励みに日常診療し

ていたことを昨日のことのように思い出し

ます。 

　糸瀬先生の勧めもあり、スタ

ディ・グループに所属させてい

ただき、講演会・講習会にも参

加した甲斐もあってか徐々に患

者受診率も高まってきました。 

　兼々沖縄県でご開業の宮城

正廣先生から、開業したあとは

1日でも早くインプラント治療を

臨床に導入しなさいという助言を受けて

いましたが、患者さんの絶対数が少ない

という理由で二の足を踏んでいました。 

　開業二年目に入っていつものように糸

瀬先生の診療所に見学に行ったときに

私もそろそろインプラントをやってみたい

のですがと相談すると糸瀬先生は待って

いましたとでも言わんばかりにその場で京

セラの九州営業所に電話をされて、イン

プラントのスターター・キットを私の名で（当

然ですが）注文されました。この後押しさ

れるような状態で始めたインプラントがそ

の後の私の臨床を大きく変えました。 

　先ずインプラントをより理解するために

1989年12月に河原英雄先生（福岡市

開業）と糸瀬先生によるインプラントのセ

ミナーを受講しました。その時にいただい

た修了証と写真は私の宝として医院内

に飾らせていただいています。 

　不思議なことにその直後にインプラン

トをしていただきたいという患者さんが来

院されました。初診時76歳の男性で1年

間でもいいから固定式でやり換えていた

だきたいというのが主訴でした。下顎に7

本のインプラント植立という難症例（私に

とって）でしたが、「一年間でも」という患

者さんの心強い（？）言葉で無事に治療

も終わりメインテナンスに入って現在

12年になりますが（図1）、まだまだ現役で

インプラントも仕事も頑張っておられます。 

インプラントとの出会いから現在まで 
福岡県福岡市開業  張　 在   光 

オステオトーム 

　実際には、この患者さんは術前処置の

関係でインプラント植立時期が少し遅れ

て私のインプラント患者としては2症例目

になりますが、最も印象に残っています。 

この症例を見てもお分かりの通り最初に

植立した 3456 相当部のインプラントは

オステオインテグレーションを起こしていま

すが、 764 相当部のインプラントはファイ

ブロインテグレーション状態です。同一の

患者さんでしかも同じような骨質であり、ま

た術者も同一人物（私）であるにもかか

わらず、骨との接触機構が逆の結果とし

て現れてくるというジレンマは、バイオセラ

ムにおいていろいろな原因がありますが、

技量の良し悪しがかなり左右していたと

思います。 

　私がバイオセラムを始めて2年ほど立

ってからPOIインプラントが臨床に応用

されました。私の記憶では1991年夏に

糸瀬先生が臨床応用した症例が初め

てではないかと思います。 

　運よく私も手術に立ち会わせていただ

きました。同年冬に私もPOIインプラント

の手術を  67 相当部に2本植立しました。 

角化粘膜もない症例で9年以上経過し

ていますが、充分なプラークコントロール

により　　　の歯肉退縮はみられますが、

今のところ良好な状態で骨植もしっかり

しています。（図2、3） 

　POIインプラントはすでに10年という臨

床歴に達しました。その間オールラウンド・

システムを目指して多種多様なパーツを

開発・改良してきています。 

　今秋 京セラからオステオトームのキット

が一般公開されます。糸瀬正通先生・山

道信之先生・元永三先生（福岡市開業）等

の意見をまとめて最小限の骨削合で最大

限の骨接触という概念を基本として次の

ような特徴を具備したキットが開発されまし

た。 
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図1

図2

図3

私の最初のバイオセラムの症例（術後12年目のパノラマＸ線） 

私の最初のPOIの症例（術後10年目の側方面観） 

私の最初のPOIの症例（術後10年目のデンタルＸ線） 

● 



　術式に関し

ては骨頂幅が

狭く骨質が悪

い場合と、骨頂

幅が十分で骨

質が良好な場

合の2通りが

考えられると思

います。図4を

参考にして下さ

い。 　しかしながら

オステオトーム・

テクニック法は

サイナス部の挙

上した部分から

初期固定を得る

ことは難しく、残

存骨量が8mm

位はある症例（図5～12）に応用していただきたいと思います。 

　8mm以下の症例はサイナス・リフト

法が現時点では最善策だと思います。 

　またオステオトームと同様のコンセ

プトで開発されたリッジ・エキスパンダ

ーも同時に一般公開される予定です。 

　POIインプラントはこの10年間でか

なりの進化を遂げています。 

　今後の更なるPOIの発展が歯科医

学に貢献し、より臨床的になることを期

待します。 

また我々臨床医もより一層協力してい

きたいと思います。 

 

① 骨頂幅が狭くタイプⅢや

Ⅳの骨質の場合 

　→＃16ドリルのみの骨削

合後OSTEOTOMEによ

るインプラント窩の拡大

や緻密化 

② POIフィクスチャーサイズ

に対応した3本セット 

③ 植立部位に対応してスト

レートとカーブの2種類 

④ 先端部は凹面形態を採用 

⑤ レーザーマーキングによる

長さの表示 

⑥ 把持しやすい形態 

 

＜NEW OSTEOTOMEの特徴＞ 
 

図7

図5 図6

図8

図9

図4

図10

図11 図12

オステオトーム・ストレート オステオトーム・カーブド 

リッジ・エキスパンダー 

ドリルコントラ＃16でドリリングした後、 
クローバードリル＃２で窩洞形成。 

ドリルコントラ＃16でドリリングした後、 
オステオトーム16を使用。 

HAを填入しながら挙上。 

HAを填入しながら挙上。 

＜骨頂幅が狭く、骨質が悪い場合＞ 

＜骨頂幅が十分で、骨質が良好な場合＞ 

4 部は骨幅が狭少している 

ドリルコントラ＃16で洞底線より2～3mmアンダーに形成し、トライアルピンにて位置深さ方向の確認をする 

オステオトームにて順次インプラント窩の拡大と洞底の挙上を行う 

所定の深さにフィクスチャーの埋入をする 

● 



　長期にわたり予後が良い症例は補綴装置が

安定している。この安定には色 な々要素が含まれ

る。 
 

１. 咬合の安定 

　両側に動揺の無い大臼歯が存在する必要が

ある。（バーチィカルストップの存在） 

　まず咬合力は垂直圧を受け止めるところから始

まる。受け止めたところから側方運動や前方運

動が顆路によって誘導される。しかしながら多数

歯欠損の場合、咬合安定の第一条件であるバ

ーチィカルストップが失われている症例がほとんど

である。動揺の無い小臼歯が２本あればバーチィ

カルストップを得ることもあるが、１本では咬合が

すべるため難しい。ましてや床負担の義歯はその

沈下の量から当然ストップとはなりえない。しかし

ながら現実の症例ではなかなか咬合の安定を得

るための条件に満たないことが多い。大臼歯が

あっても上下どちらかであったり（すれ違い咬合）、

歯周病（細菌性）やブラキシズムによって骨が破

壊されて動揺していたりで、なかなか安定を得られ

ないものだ。特にブラキシズムの影響は想像をは

るかに超える。こうした安定を得るためにインプラ

ントやコーヌスクローネを用いるのだが、入れ歯に

したくないから、感覚が良いからと安易にインプラ

ントを選択していないだろうか？治療の選択にイン

プラントの必然性がなければならない。 
 

2. 残存歯の安定 

　健全な歯牙があればよいが、難症例の場合

残存歯のほとんどが何らかの障害を受けている。

歯周病であったり、咬合性外傷であったり、根尖

病巣も、欠損の多いほどできやすい。しかし動揺

が無く炎症も無い歯牙を残存歯にしなければな

らない。それには何故障害を受けたかという原因

を取り除いたうえで徹底したプラークコントロール

（管理）が必要となる。欠損が多いほど１本１本

の負担は大きくなるので残存歯の安定は長期

保存には欠かせない。なるべく切削したくないが

切削すべき歯牙があるのもこの理由からだ。  

3. 床の安定 

　床が安定するためには、骨は鋭縁がなく量が

あり、粘膜が薄いほど良い。粘膜面は粘膜には

接しているが圧で変形していない必要がある。ま

た筋肉の運動を妨げてはいけない。このような

安定（Stability）の概念は補綴時に必要不可欠

となる。目指す順位は  

１： 欠損の無い天然歯列 

２： インプラントを欠損歯牙の代用とした歯列 

３： 欠損をブリッジで補綴した歯列 

４： コーヌスクローネで補綴した歯列 
５：  クラスプなどを用いたパーシャルデンチャー
で補綴した歯列 

６： フルデンチャー（オーバーデンチャーを含む）
で補綴した歯列  

になる。 

　さて今回紹介する症例は、コーヌスクロー

ネにインプラントを併用した症例である。発想

はコーヌスが先であり臼歯部のバーチィカル

ストップの不足をインプラントで求めたのである。

TESLOX SYSTEMによりインプラントに磁

性アタッチメントを応用することができ、支持

力と維持力を得ることができた。結果、インプ

ラントによる支持（バーチィカルストップ）と磁

性による維持により、コーヌス単体よりはるか

に安定(Stability)のある補綴をおこなうことが

できた。インプラントの意義は骨の維持によ

る安定にほかならないことがより実感できた。

しかしその予後を決定するのは的確な診断と

補綴にほかならない。 

コーヌスクローネとインプラント 
静岡県袋井市開業  鈴  木　 龍 

補綴装置の安定（Stability） 

初診時 

インプラントオペ時 オペ後1年後 

患　者： M. T （女性） 
　　  S12年1月3日生 
初診日： H10.6.26　初診時61歳 
主　訴： 1　部　歯牙の動揺と咬合痛 
所　見： ③２①　① メタルボンド Bridge 
            23 メタルボンド連結冠　7-4　4-7 P D (Wire clasp)

● 

上顎はバーチィカル・ストップを失い、前歯が突き上げられ
動揺した状態、完全に咬合が崩壊されている。しかし、ブラッ
シングは良く、歯肉の条件も良い（付着歯肉の量、歯肉の色）。
このことからきちんとした咬合を与えることで長期の保存が
可能な症例と判断した。 

咬合状態  
上下顎コーヌス・クローネによる咬合改善 
問題点 ・ 支台歯の数が少ない（上顎） 
          ・  3の頬側の骨欠損 
   咬合性外傷によるものと診断したが、ＧＴＲの 
   Ope時に歯牙の破折が有ることが判明 
                         ↓ 
インプラントによるバーチィカル・ストップを期待する 
            （4  4 に２本） 
 

3　 1 　1　2　3

6  　4 3 2    　1　2　3  4 　 6

（初診時 保存可能な歯牙による） 

治療方針 



今回の症例のポイントは 

1. 歯周検査と歯肉の色や状態などから、

歯周病菌の活性化は比較的少なく、咬

合を改善すれば予後は良いと判断した。 
 

2. 下顎はコーヌスの設計に十分であるが、

上顎は５本しかなく臼歯部のバーチィカ

ルストップに問題がある。しかも左側３

番は歯牙が破折していてGTRなど保存

を試みたが失敗し、ますます条件が悪く

なった。（早く抜歯すればインプラントを

３本埋めることができた） 
 

3. 比較的条件の悪い上顎だが犬歯、小

臼歯部には骨があることが多い。サイ

ナスリフトをすることなく設計できることは、

一般臨床家にとってありがたい。このよ

うにあと１本あれば、という症例は多い。

天然歯４本にインプラント２本と磁性ア

タッチメントでも設計できる。 
 

4. オペは通常より少し深めに埋めた。少しで

もテンポラリーの咬合圧を避けるためであ

る。２次オペで骨がインプラントをおおって

いた。 
 

結果として 

1. コーヌス力が増した。このことは安定

(Stability)にはいかにバーチィカルストッ

プが重要かを証明している。わずか

TESLOX２本の面積の影響が大きいのだ。 
 

2. 補綴物の人工歯の咬耗が咀嚼能率の高さ

を物語っている。もちろんTESLOXの強度

的強さが証明されるのもこれからの10年以

上の経過をみなければならない。しかし、壊

れたとして修理は比較的可能と推測できる。 
 

3. ２次オペで骨の状態が実際に確認でき

るのも安心である。 

 

インプラントオペ時の注意点 

1. ３ピースは通常の２ピースに比べて0.3か

ら0.5mmほど深く埋める（治療用義歯

の咬合力を緩和するため）２次オペのと

き少し骨に埋もれているぐらいが良い。 

2. 上顎は前歯部が傾斜しやすいので、な

るべくパラタルに埋めること。 

3. やはりなるべく多くの本数をなるべく深く

きちんと埋めたい。無歯顎では4本以上

必要である。 
 

補綴製作までの注意 

1. 治療用義歯のインプラントに対する影響

に考慮する。セットまでに回数を要するので、

テンポラリーの磁性を使用したりして症例

ごとに工夫すること。なるべく２次オペから

は、早くセットまでもっていきたい。（京セラ

製ではないがネジだけのものが発売され

ている。テンポラリーとしては良いがすぐ

緩んでしまう。TESLOXの良さを実感でき

る。） 

2. 義歯の設計は、インプラントの部位が唾

液で自浄作用できるものが望ましい。 

3. 咬合は、本義歯はもちろんテンポラリー

でも完全に調節する。 
 

インプラントの汎用性と予後（ＴＥＳLＯＸも含めて） 

　インプラントの特性と磁性アタッチメント

の特性は合っていると思う。垂直圧に強く

側方圧に弱いインプラントに対し、歯冠歯

根比に優れて側方に対してずれがある磁

性アタッチメントは相性が良いと想像してい

た。症例を選択したうえで適切な補綴を行

えば、かなりの成功率を残せると思う。しか

もフルマウスで固定式の設計では相当な負

担（金額的、外科的）を強いられるが、

TESLOXでは４本のインプラントと義歯なの

で外来でも１回のオペ（私は４本までを１回

の限界としている）で可能であり、固定式よ

り金額的にもかなり抑えられると思う。近年

の経済状況を考えるとインプラントの汎用

化という意味では大事なことである。我々に

とっても、ある程度日常的に行わないと外

科の技術もおちてしまう。詳しくは、11月

に開催されるコロキウムで説明させていた

だきたいと思う。 

症 例 検 討  
 

TESLOX Systemを使用して 

補綴物装着時の内冠及びTESLOX

装着1年2ヶ月の補綴物及びTESLOX

補綴物装着時 

● 



 
POI １ピースフィクスチャー 
　本年11月よりPOIシステムの新タイプ・インプラントとして「１回法１ピー

スフィクスチャー」が発売されます。「１回法１ピースフィクスチャー」は、皮

質骨部でのより強固な初期固定を得るために、従来のフィクスチャーに比

べ約1.5mmネジ山を増し、さらにネジ谷径を徐々に大きくしました。また、

スクリューの挿入を容易にするために、フィクスチャー先端部にテーパーを

付与し、先細りデザインとしております。 

　「１回法１ピースフィクスチャー」には、ブラスト処理とHAコーティングを施

した「FINATITE」と、ブラスト処理と陽極酸化処理を施した「FINAFIX」

の2種類の表面性状があります。 

ドライバーエクステンダー1P

1P
-4

7

1P
-3

2

1P
-3

7

1P
-4

2

POI System 1 Piece Fixture

ポスト部高さ 

骨内部長さ 

ネジ部直径 

専用器具 

フィクスチャー先端部の形状比較 
2/3ピースフィクスチャー 1ピースフィクスチャー 

ネジ部上端のデザイン比較 
2/3ピースフィクスチャー 1ピースフィクスチャー 

5° 

　ネジ部直径は、2／3ピースフィクスチャーと同径の3.2、3.7、4.2mm、

に加えて4.7mmが追加されました。骨内部の長さは、ネジ部直径に

応じて8、10、12、14mmがラインアップされております。また、ポスト部

高さは4、6mmの2種類です。 

　今回、従来のPOI

システム専用器具に

新たに追加されたのは

、フィクスチャーを把持

する「ドライバーエク

ステンダー1P」のみ

です（但し、ネジ部直

径4.7mmタイプを使

用する場合は、別途

φ4.7用のドリルが必

要）。 

  

 

サイズバリエーション 
フィクスチャーネジ部直径 

3.2mm 

3.7mm 

4.2mm 

4.7mm

骨内部長さ 

 

10、12、14mm 

 

8、10、12mm

ポスト部高さ 

 
 

4、6mm

1P
-3

2

1P
-3

2

1P
-3

2

1P
-3

2

ドライバーホルダー 

ドライバーエクステンダー1P



POIシステム講習会や講演会に参

加ご希望の方は、右記参加申し込

み書に必要事項をご記入の上ご

返送ください。後日ご連絡致します。 

弊社では、より先生方のお役にたつ情報をご提供するために、本情報誌に関す
るご感想や弊社に対するご意見などをお聞きしたく考えております。京セラのイメ
ージや製品に関するご要望、他社と比較したご意見などどんなことでも結構です
ので、何卒、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 
右記申込書裏面の通信欄にご意見を記入していただき、そのままご返送ください。 

本情報誌（KYOCERA IMPLANT TODAY）のバックナンバー
またはPOIシステムパンフレットなどの 最 新 の 資 料 を
ご希望の方は、右記に必要事項をご記入の上ご返送ください。 （  　　 ） POI講習会 

参加申込方法 

資料請求方法  

 

● ご意見お待ちしております（無記名でも結構です） 

インプラントの実践 
4ヵ月コース  

― 診断からメンテナンスまで ― 
I.C.G研究会 

 

日　程 開催地 コース内容 

POIシステム 研修会 POIシステム 長期研修コース 

実践インプラントin 東京 

第1回目 

第2回目 

第3回目 

第4回目 

 

第17期日程 
 

2002年2月2日（土）／3（日） 

2002年3月2日（土）／3（日） 

2002年4月6日（土）／7（日） 

2002年5月11日（土）／12（日） 

全労済モルティ天神ビル 9F第一会議室 
〒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） 
 

会　　場 
 
 
 
定　　員 
 
参 加 費  
 

講　師 
 
糸  瀬　正  通 先生（福岡市開業） 
 
元　   永    三 先生（福岡市開業） 
 
張　   在    光 先生（福岡市開業） 
 
馬  場　夏  樹 先生（エイトデンタル開業） 
 
林　   美    穂 先生（福岡市開業） 
 

短期のコースではインプラントの導入まで至らなかった先生や、より確実にインプラントの
導入をお考えの先生のために、開催されています。奮ってご参加下さい。 

京セラ（株）原宿事業所 2F会議室 
〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8 
TEL 03-3797-4616  FAX 03-3486-2739 
 ＊時間帯は全日程共10：00～17：00です。 

名古屋 

東　京 

福　山 

福　岡 

大　阪 

福　岡 

大　阪 

11月11日（日） 

11月11日（日） 

11月18日（日） 

12月1日（土） 

12月2日（日） 

12月1日（土） 

12月9日（日） 

2001年 

2001年 

2001年 

2001年 

2001年 

2001年 

2001年 

ベーシック I コース 

ソケットリフト手術見学コース
※ 

サイナスリフト手術見学コース
※ 

GTR・GBR講習会
※ 

※本コースにつきましては、別途お問い合わせ下さい。 

●お問い合せ／申込先 京セラ株式会社 バイオセラム事業部 
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 
TEL 075-604-3449　FAX 075-604-3450

●会　場： 
 

（4日間） 

12月16日（日） 

1月27日（日） 

2月17日（日） 

3月3日（日） 

2001年 

2002年 

2002年 

2002年 
植立後の症例検討会 

オペ見学 

術前症例検討 
術前補綴設計・外科 

インプラント概論 
診査診断 
術前処置 

リカバリー 
症例相談 
成功の条件 

術前準備 
術後ケアー 

外科処置 
植立実習 
印象採得 

治療計画 
臨床設計 

日　程 コース am pm 講　師 

中川 寛一 先生 

 
岡村 浩人 先生 

 
加藤 英治 先生 

 

ベ
ー
シ
ッ
ク
実
践
コ
ー
ス 



1991
1994

2000
2001

TESLOX
System

FINATITE
2ピース 

FINAFIX/FINATITE 3ピース 

FINAFIX/2ピース 

 ● 

●基調講演 

 

●招待講演 

 

●特別講演 

POIシステム10年の臨床を振り返って 

 

Ridge Augmentationの可能性と限界 

 

POIシステムNEWフィクスチャーの多様な臨床応用 

 

山上 哲　先生（京都インプラント研究所所長）　 

 

山道 信之先生（福岡市開業） 

 

糸瀬 正通先生（福岡市開業） 

●シンポジウム　補綴前外科と審美修復 

「韓国の審美インプラントの現状」 

「私の臨床におけるインプラント修復の審美性について」 

「歯周外科を応用したインプラント審美修復」 

「POIシステムを用いた再生治療のニューコンセプト（PRPの臨床応用）」 

Kim, Sang-Ho先生（韓国開業） 

杉山 貴彦先生（新潟市開業） 

水上 哲也先生（福岡県宗像郡開業） 

加藤 英治先生（目黒区開業） 

 ●一般講演 

「POIシステム植立術式における臨床的考察」 

「インプラント治療の為の身近になったCT画像診断」 

「コーヌスクローネとTESLOXシステムの併用症例」 

 

江原 雄二先生（大阪市開業） 

村井 健二先生（京都市開業） 

鈴木　 龍先生（静岡県袋井市開業） 

 

2000年度コロキウム開催報告をご覧になりたい方は、こちらへアクセスして下さい。＜KDNet  http://www.kdnet.ne.jp＞ 

バイオセラム事業部 
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地　TEL: 075-604-3449  FAX: 075-604-3450

お問い合わせ 

日　程／2001年11月23日（祝） 
会　場／京都宝ヶ池プリンスホテル 
　　　　プリンスホール 
主　催／京セラ株式会社 
参加費／歯 科 医 師 
 
　　　　大 学 関 係 者 ※ 
 
　　　　コ・デンタルスタッフ 

※常勤教員、大学院生、学生 

●ご入金いただいた参加費のご返金は 
　致しかねますので、ご了承下さい。 

A7T011102T/008036

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/

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） 

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦3-4-6（東海銀行第一生命ビルディング10F） 

京都営業所 〒612-8501 京 都 市 伏 見 区 竹 田 鳥 羽 殿 町 6  

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） 

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） 

 

20,000円（昼食・消費税込） 
 

10,000円（昼食・消費税込） 
 

5,000円（昼食・消費税込） 

KYOCERA Colloquium in 2001

「進化し続けるインプラント治療」 
ＰＯＩシステム臨床応用10年を迎えて 

〈お詫び〉 KYOCERA Implant Today 7号において、弊社の確認不足により杉山貴彦先生の演題の記載に誤りがありました。今回、訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。 

 

TEL 03-3797-4616 FAX 03-3486-2739 

TEL 052-962-7477　 FAX052-962-7439 

TEL 075-604-3449 FAX 075-604-3450 

TEL 06-6350-4696 FAX 06-6397-8233 

TEL 092-472-6933 FAX 092-472-6938


