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POIEX/HACEX Surgical
Guide Systemの特徴

はじめに
　口腔インプラント治療におけるサージカルガイドを用いたガイデッドサージェリーは、CTの普及により顎骨の詳細な３次元的計測
が可能となったことに加え、シミュレーションソフトウェアの進化などにより飛躍的にその精度が向上している。またインプラントの埋
入においても、時代の流れとともに、外科主導型から補綴主導型、ひいては生体主導型へとその考え方も変化してきている。
　そのような中で、シミュレーションソフトウェアによるバーチャルプランニングは、術者が術前にイメージングできるという点におい
て非常に有効である。しかし、フリーハンドでの埋入術式でシミュレーションどおりに正確な手術を施行することは、匠の技を持ってし
ても難しい症例が存在する。そこで本稿では、術前に行ったシミュレーションどおりにインプラント埋入を行える、私が考えるガイデッ
ドサージェリーの臨床応用とPOIEX/HACEX Surgical Guide Systemの特徴について述べさせていただく。

　再び1枚のパノラマX線写真をご覧いただきたい。（図3）
これは某メーカーのインストラクターに手術していただいた、という患
者のパノラマX線写真である。下顎左側部の違和感を主訴に来院され、
すでに上部構造まで装着済であった。CTにより確認を行うと、フィク
スチャーの先端部が頬側に穿孔している像が確認できた。（図4）
　術者はインプラント臨床が長いベテランの先生であると推測される
が、粘膜を剥離せず（フラップレス）行った場合にこの様なことが起こ
りやすく、その典型的な失敗例であろう。ガイデッドサージェリーは、
フラップレスサージェリーを大々的に行っている某システムによって飛
躍的にインプラント界に浸透したが、フラップレスには上記の様な落と
し穴がある。しかしながら、サージカルガイドはフラップを開けた状態
でも使用が可能であるため、ガイデッドサージェリーはフラップレス
サージェリーではないということを知っていただきたい。
　また、ガイデッドサージェリーは、サージカルガイドの種類によって歯
牙支持、歯牙粘膜複合支持、粘膜支持、骨支持に分けられる。これら支
持様式の違いにより、インプラントの埋入位置には若干の誤差が生じ
る。（参考文献3）フリーハンドでの埋入の誤差を補正するのが、サージ
カルガイドの役割であるが、過信しすぎることにより問題が発生する場
合も考えられる。したがって、問題発生時にリカバリー出来る知識や技
術を有する歯科医師が使用すべきツールであるとも考える。
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　1枚のパノラマX線写真をご覧いただきたい。（図1）
これは１０年以上前に中部地方で外国人に手術してもらったという患
者のパノラマである。その後1度もメインテナンスを行っておらず、口唇
部の痺れを主訴に当院へ来院された。下顎右側臼歯部のインプラント
は３本に連続した骨吸収を認めるが、注目すべきは左側である。上顎
に対合歯が存在しない下顎左側臼歯部において、一般的に清掃が難し
いとされる最遠心部のインプラントではなく、近心側のインプラントに
著しい骨吸収が認められる。これは、インプラントの埋入位置が近接し
ており、インプラント間距離が3mm以下であるため早期に骨吸収およ
び歯肉退縮を招き、口唇部に麻痺が起こるまでに炎症が波及したと考
えられる。（図2）（参考文献1）

1.なぜガイデッドサージェリーを行うのか？

　サージカルガイドシステムを導入することにより、どの様なメリット
が考えられるだろうか。

１ 適切な位置への埋入により長期に安定したインプラントの生存が望める

２ 症例により外科的侵襲が少ない手術が可能となる

３ ヒューマンエラ－による偶発症を回避し、安全なインプラントの埋入が可能

４ 既製のアバットメントを使用することにより技工料を削減

５ 症例により手術時間の短縮が可能

　上記以外にも多くのメリットが存在する。反面、デメリットも存在す
るわけだが、そのデメリットを超えるメリットが存在しているため、読
者の皆様も正確かつ安全なインプラント治療としてガイデッドサージェ
リーを取り入れていただきたい。

　今回発売されたJMM社のPOIEX/HACEX Surgical Guide System
は、POIEXフィクスチャー専用のドリルキットである。（表1 ※次頁）
　POIEXのTP-Sタイプのフィクスチャーに対応した本ドリルキットは、従
来のドリルから進化した切削能力を有する。特にサージカルガイドの欠点
とされていた無注水によるオーバーヒートを改善するため、粘膜側への注
水を可能にした完成度の高い「SG Drill EX Pilot」を使用する。(図5)
　ドリリング性能を向上させるため、ドリルの螺旋溝にスイープカットを
採用し、先端をローソク型とすることで皮質骨尖孔時の切削片やバリを
残さず、真円度の高い埋入孔の形成を可能にした。（図6 ※次頁） 
　また、硬い骨質用の「SG Drill EX DB」も用意されており、サージカル
ガイドを使用した複数本のインプラント埋入時に起こりえる「軋み」の応力
を緩和することが出来る。さらに、サージカルガイドを未装着の状況であっ
ても、ファイナルドリルでの埋入深度のコントロールが「SG Drill EX」と
「Stopper Sleeve EX」を用いることにより可能となった。

2.ガイデッドサージェリーはフラップレス
　サージェリーと同義語ではない！

3.サージカルガイドシステム導入による
　メリット

4.POIEX/HACEX Surgical 
　Guide Systemの特徴

　この様な事例が今後医療問題としてクローズアップされる可能性は、
おおいにあり得るのではないだろうか。
　インプラント間距離やインプラント－天然歯根間距離を十分考慮
し、寸分違わぬ位置へのインプラントの埋入を行うための1つのツール
がサージカルガイドである。私の臨床では、埋入予定部位の特異的な
骨質の違いにより、ドリリング時にドリルの方向が骨質の軟らかい方へ
流されてしまうことがある。埋入窩の最終形成後に確認を行うと、予
定した埋入方向とは「ズレ」が生じていることは珍しいことではな
い。また、サージカルガイドを用いないフリーハンドの埋入では、フィク
スチャー頸部や先端部で２～３倍程の誤差を生じるという報告があ
る。（参考文献2）
　以前は、埋入時の「ズレ」をアバットメントや上部構造により補正し
ていた。しかしながら、長期的に安定したインプラントは、歯冠補綴物
の中央直下にインプラント体が存在していることが望ましい。よって、
最適な位置にフィクスチャーを配置した術前計画と埋入手術による
「ズレ」を補正出来る、それがガイデッドサージェリーであると考える。

図1　インプラント周囲の骨吸収が著しく、麻痺を生じた患者のパノラマX線写真　

図3　インプラント埋入後より違和感が生じていた患者のパノラマX線写真

図4　同患者のCTによる歯列直行断層（画面左が頬側）

図5　ガイド粘膜側への注水を可能にするSG Drill EX Pilot

図2　インプラント間距離とインプラント－天然歯根間距離（参考文献１改変）
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5.POIEX/HACEX Surgical Guide Systemを用いた症例

03 04POIEX/HACEX Surgical Guide Systemの特徴

　患者は52歳女性。上顎左側部臼歯部の欠損補綴希望を主訴に来院
された。術前検査を行った結果、臼歯部には充分な付着歯肉と骨梁が存
在していたためPOIEX/HACEX Surgical Guide Systemを用いた
ガイデッドサージェリーを施行した。（図7～図14）

 通常であれば切開から縫合終了まで1時間程の埋入手術であるが、今回の埋
入手術時間は１５分であった。患者は初のインプラント治療と言うこともあり、
“こんなものか”と感じたかもしれない。術者である筆者は集中していたため時
間の長短を感じなかったが、介助のスタッフがあまりの早さに最も驚いており、
採血後すぐに取りかかったPRPの生成が間に合わない程であった。もちろん術
後の経過も良好で、患者は「こんなに楽なのであれば・・・」と、下顎右側欠損部
に装着している可撤性義歯部へのインプラント治療を検討し始めている。 

1： 水上哲也,池上龍朗,下田祐子. インプラント治療はチームアプローチ. 医歯薬出版株式会社;2009

2: Nickenig HJ. Evaluation of the difference in accuracy between implant placement by virtual planning data and surgical guide templates versus the conventional 
free-hand method ‒ a combined in vivo ‒ in vitro technique using cone-beam CT (Part II). J Cranio-Maxillofacial Surg; 38(7); 2010; pp.488-493

3: Ersoy AE. Reliability of Implant Placement With Stereolithographic Surgical Guides Generated From Computed Tomography: Clinical Data From 94 Implants. 
J Periodontol; 79(8); 2008; pp.1339-1345

　今回紹介したPOIEX/HACEX Surgical Guide Systemは、POIユー
ザー待望のガイデッドサージェリーを可能にする素晴らしいツールであり、安
全・安心・確実で優しいインプラント治療を行う歯科医院としての大きなアピー
ルポイントとなる。インプラント治療を手がける歯科医院が増加する中で、
POIEX/HACEX Surgical Guide Systemの導入は他院との差別化を図る
上においても、画期的なツールであると確信している。

終わりに

図6　汎用ドリルとスイープカットの抜けバリ比較　（http://www.atom21.co.jp/pdf/sweepcut.pdf より引用）

表1 POIEX/HACEX Surgical Guide System ドリルキット一覧

参考文献

図7　初診時パノラマX線写真　 図8　初診時口腔内写真

図14　初診時および上部構造セット時の口腔内写真

図9　シミュレーションソフトウェアによるバーチャルプランニング 図10　サージカルガイドを用いたガイデッドサージェリー

図12　ガイデッドサージェリー直後のCBCT画像
　　　 術前のバーチャルプランニング通りの埋入が確認出来る

図13　上部構造装着時のパノラマX線写真

図11　術中口腔内写真とデンタルX線写真
スイープカットドリル汎用ドリル スイープカットドリル汎用ドリル

■木材 ■金属

Size 37/42/47/52 Size 37/42/47/52 Size 34/37/42/47/52

Size 37/42/47/52 Size 37/42/47/52 Size 37/42/47/52

Size 34/37/42/47/52 Size 34/37/42/47/52 Size 37/42/47/52Size 37・42/47・52

Size 42/47/52

Size 34/37

Guide Tube EX

Guide Anchor EX

Tissue Punch EX SG Drill EX Pilot SG Drill EX

Drill Key EX

Stopper Ring SG EX Stopper Sleeve EX Fixture Holder Anchor Mount EX

SG Fixture Driver EXSG Drill EX DB

DBDBDB

DBDBDB

DBDBDB

DBDBDB

DBDBDB

DBDBDB

DBDBDB

DBDBDB

37
／
42
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／
52



5.POIEX/HACEX Surgical Guide Systemを用いた症例

03 04POIEX/HACEX Surgical Guide Systemの特徴

　患者は52歳女性。上顎左側部臼歯部の欠損補綴希望を主訴に来院
された。術前検査を行った結果、臼歯部には充分な付着歯肉と骨梁が存
在していたためPOIEX/HACEX Surgical Guide Systemを用いた
ガイデッドサージェリーを施行した。（図7～図14）

 通常であれば切開から縫合終了まで1時間程の埋入手術であるが、今回の埋
入手術時間は１５分であった。患者は初のインプラント治療と言うこともあり、
“こんなものか”と感じたかもしれない。術者である筆者は集中していたため時
間の長短を感じなかったが、介助のスタッフがあまりの早さに最も驚いており、
採血後すぐに取りかかったPRPの生成が間に合わない程であった。もちろん術
後の経過も良好で、患者は「こんなに楽なのであれば・・・」と、下顎右側欠損部
に装着している可撤性義歯部へのインプラント治療を検討し始めている。 

1： 水上哲也,池上龍朗,下田祐子. インプラント治療はチームアプローチ. 医歯薬出版株式会社;2009

2: Nickenig HJ. Evaluation of the difference in accuracy between implant placement by virtual planning data and surgical guide templates versus the conventional 
free-hand method ‒ a combined in vivo ‒ in vitro technique using cone-beam CT (Part II). J Cranio-Maxillofacial Surg; 38(7); 2010; pp.488-493

3: Ersoy AE. Reliability of Implant Placement With Stereolithographic Surgical Guides Generated From Computed Tomography: Clinical Data From 94 Implants. 
J Periodontol; 79(8); 2008; pp.1339-1345

　今回紹介したPOIEX/HACEX Surgical Guide Systemは、POIユー
ザー待望のガイデッドサージェリーを可能にする素晴らしいツールであり、安
全・安心・確実で優しいインプラント治療を行う歯科医院としての大きなアピー
ルポイントとなる。インプラント治療を手がける歯科医院が増加する中で、
POIEX/HACEX Surgical Guide Systemの導入は他院との差別化を図る
上においても、画期的なツールであると確信している。

終わりに

図6　汎用ドリルとスイープカットの抜けバリ比較　（http://www.atom21.co.jp/pdf/sweepcut.pdf より引用）

表1 POIEX/HACEX Surgical Guide System ドリルキット一覧

参考文献

図7　初診時パノラマX線写真　 図8　初診時口腔内写真

図14　初診時および上部構造セット時の口腔内写真

図9　シミュレーションソフトウェアによるバーチャルプランニング 図10　サージカルガイドを用いたガイデッドサージェリー

図12　ガイデッドサージェリー直後のCBCT画像
　　　 術前のバーチャルプランニング通りの埋入が確認出来る

図13　上部構造装着時のパノラマX線写真

図11　術中口腔内写真とデンタルX線写真
スイープカットドリル汎用ドリル スイープカットドリル汎用ドリル

■木材 ■金属

Size 37/42/47/52 Size 37/42/47/52 Size 34/37/42/47/52

Size 37/42/47/52 Size 37/42/47/52 Size 37/42/47/52
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06

アーム型X線CT診断装置 PreVista Uni-3D Multi

デジタル式歯科用パノラマX線診断装置 PreVista Primo

プレビスタユニスリーディー  マルチ
PreVista Uni-3D Multi

マルチFOV

ワンショットセファロシステム

プレビスタプリモ
PreVista Primo

一般的名称：アーム型X線CT診断装置
管理医療機器　特定保守管理医療機器　設置管理医療機器
医療機器認証番号：221AABZX00124000

商品NO.

CDM10068

CDM10069

製品名

UNI-3D MULTI 12×8.5

UNI-3D MULTI 12×8.5OS

希望小売価格

￥23,300,000

￥27,200,000
（消費税は含まれておりません）

商品NO.

CDM10080

製品名

PREVISTA PRIMO

希望小売価格

￥4,300,000
（消費税は含まれておりません）

○5cm×5cm  ○8cm×5cm 
○8.5cm×8.5cm  ○12cm×8.5cm

短時間0.9秒でセファロ撮影

１台で4つのサイズが撮影可能

ワイドエリアフォーカス
CMOSエリアセンサー採用で、フォーカス範囲の広い
鮮明パノラマ画像を獲得

コンパクト・軽量デザイン
W1115×D1150×H2200mm／約95kg

10.4インチ大画面液晶タッチパネル
直感的に使えるLCD液晶タッチパネル

Debut!
1/20

2012

一般的名称：デジタル式歯科用パノラマX線診断装置　
管理医療機器　特定保守管理医療機器　設置管理医療機器
医療機器承認番号：223ALBZX00001A01

 

PreVista Uni-3Dの設置紹介

蓮見 昌樹 先生
医療法人社団 泉見会 蓮見歯科医院
＜埼玉県蓮田市開業＞

蓮見歯科医院のみなさん

手術室 診療室風景

　首都圏のベットタウンとして、さいたま市の北部に隣接す
る蓮田市。蓮見歯科医院は、ＪＲ宇都宮線・蓮田駅前の好立地
に2000年より開業、保険診療はもとより、予防、矯正、インプ
ラントなど幅広い診療をされています。
学会やセミナーに積極的に参加され、真摯な院長先生と、明る
く活気のあるスタッフの皆さん。非常に質の高いチーム医療を
実践されている印象があります。

　インプラントの診査・診断には10年前からＣＴ撮影を外部依
頼されていましたが、「患者様の負担軽減と術中・術後の撮影
ができるメリット」を考え、2010年の12月、ＣＴの導入に踏み
切られました。機種は『Ｕｎｉ-3Ｄ ５×５ＯＳ』でワンショットセファ
ロ付きのタイプです。導入直後より、インフォームドコンセント
にも活用され、インプラントの症例数も増加、半年後にはイン
プラントを全面に打ち出す方針転換をはかり、手術室も増築さ
れるなど、ＣＴ導入を契機にさらなる医療の質の向上に努めて
いらっしゃいます。

　ＣＴ撮影の保険適用化から、最近ではインプラント以外の症
例でも積極的に活用され、より一層の導入効果が実現できた
ことに、大変ご満足いただいております。

PreVista Uni-3D
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ＰＯＩシステム研修会 研修会のお申込みは、P14の申込書あるいは「JMMデンタルネット」内の
「研修会・講演会のご案内」からお申込みください。

日程
1月15日（日）

開催地
名古屋

講　師

1月22日（日） 東京

丹羽 健先生
寶田 博先生
丹羽 健先生

2012年

定員20名
HA1ピースインプラントの有効活用セミナー

￥10,000（消費税を含む）

HAコーティング1ピースインプラントの有効活用方法を実習を交えて解説します。

日程
1月8日（日）

開催地
東京

講　師
山道 信之先生2012年

定員8名
サイナスフロアエレベーション手術見学コース

￥80,000（消費税を含む）

上顎洞挙上術（サイナスリフト）を実際のオペを見学いただき、補綴的、審美的に優れたイン
プラント手技を学んでいただきます。

日程

1月15日（日）

開催地

札幌

講　師
越智 守生先生
舞田 健夫先生2012年

定員10名POI EXガイデッドサージェリー／ライブOPE

￥50,000（消費税を含む）

POI EX ベーシックIコース

日程
1月15日（日）
3月11日（日）

開催地
東京
名古屋

インプラント基礎知識、システム概要、診査・診断、外科術式（植立実習）
症例紹介、補綴術式、質疑応答

講　師

覚本 嘉美先生

￥50,000（消費税を含む）

2012年

これからインプラントを始めようとお考えの先生方に、POI EX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、基礎からわかりやすく解説します。

講習会内容

定員：東京20名／名古屋15名
インプラント手術において、低侵襲でより安全、確実に治療を行なう為に、ガイデッドサージェリーは
大変有効な手技の一つです。今回のセミナーではPOI EXサージカルガイドシステムを用いたオペ
見学会に加え、ガイドシステムの取扱いについて製品概要、有用性など、ワークショップを交えなが
ら幅広く解説します。今後のインプラント治療の適応拡大にお役立てください。

日程
1月22日（日）

開催地
名古屋

講　師

2月  5日（日） 東京
覚本 嘉美先生2012年

定員20名
ボーンオグメンテーションの実践　ハンズオンセミナー下顎編

￥80,000（消費税を含む）

以前は局所的な禁忌症とされてきた骨の不足した症例も、治療をサポートする外科器具の活用で、
大掛かりな設備・熟練された技術を必要としないGBR法（歯槽骨再生療法）・リッジエキスパンド法
が可能になります。本講習会は術式・材料・器具の説明に加え、注意点を細かく解説しながらの実習
をご体験いただき、明日からのインプラント治療に活用できる技術をお持ち帰りいただけます。

～今すぐ役立つ骨増大の実践テクニック・GBR/リッジエキスパンジョン～

日程
12月23日（祝・金）

開催地 講　師

2月19日（日）
2月26日（日）
3月18日（日） 東京

覚本 嘉美先生

2011年

2012年

定員20名
ボーンオグメンテーションの実践　ハンズオンセミナー上顎編

￥80,000（消費税を含む）

上顎前歯部の審美的なインプラント治療と、適応症拡大のための上顎洞へのアプローチについて、
細かく解説しながらの実習を体験していただけるセミナーです。最先端のインプラント治療の技術と
材料を是非ご体験ください。

～今すぐ役立つ骨増大の実践テクニック・抜歯即時埋入・上顎洞アプローチ～

日程

12月23日（祝・金）

開催地

福岡

講　師

2011年

ATLASで学ぶ歯科用コーンビームCT診断のポイント64
出版記念講演会

￥7,000（消費税を含む）

ザ・クインテッセンス2010年7～12月号に連載され、大反響を呼んだ「CTなしではできない診断を
知ろう！」に新規項目を設け、大幅に加筆した書籍の発売記念講演会です。CBCTの特徴や、日常臨
床で特にCBCTの診断が有用な治療法についての講演内容となっております。

座長：糸瀬正通先生、山道信之先生
演者：水上哲也先生、安東俊夫先生

葛西秀夫先生、荒木秀文先生
泥谷高博先生、金成雅彦先生
島田昌明先生、吉村理恵先生
林美穂先生、   柳智哉先生

日程

1月9日（祝・月）

開催地

東京

講　師

2012年

定員100名
新春特別講演会 バーティカルボーンオグメンテーション

歯科医師 ￥10,000 / コ・デンタル ￥5,000（消費税を含む）

本年7月に発売され、大好評の書籍「バーティカルボーンオグメンテーション」の内容を元に、術前
の診査、診断から長期安定のためのインプラント治療について、ご講演いただきます。コーディネー
ターには春日井昇平先生をお迎え致します。是非ご参加ください。

- 長期安定のための生体主導型インプラント治療 -

春日井昇平先生
コーディネーター： 演者：

糸瀬正通先生
山道信之先生

日程

2月19日（日）

開催地

札幌

講　師

2012年

定員70名
経営セミナー「イノベーティブ・デンティスト」
そして「イノベーティブ・クリニック」へ

￥5,000（消費税を含む）

以下のような内容を元にご講演いただきます。
・デンタルクリニックにおける「マーケティング・マインド」の重要性
・組織マネジメントの実際・コンサルテーションの実際（DHの視線から）etc…
是非とも衛生士様とご一緒に参加ください。

今宮 克明先生
笹田 香奈先生

日程

3月4日（日）

開催地

岡山

講　師

2012年

定員20名インプラントセミナー

￥20,000 （消費税を含む）

HAコーティング1Pインプラントの有効活用方法を実習を交えて解説します。また、クリニカルコー
ディネーターの先生より、歯科医院経営に対しての考え方や、スタッフマネジメントのノウハウにつ
いてお話させていただきます。

- HAインプラントの選択を再考する -

田中 強先生
藤田 光訓先生
堂原 美也子先生

http://www.jmm-dental.jp/

大阪
名古屋
岡山

 

※歯科製品.comから移行いたしました。

長期研修コースに参加ご希望の方はお問い合わせ先の弊社営業所までお電話にて、
必ず空席状況をご確認ください。POIシステム研修会 長期コース

ベーシックコース 診査・診断～アシスタント同伴でのオペ見学会、技工セミナー等、インプラントの基本を確実に理解いただけます。
①骨結合型インプラントの正しい知識 ②確実なインフォームドコンセント法 ③サージカルテンプレートによる確実な診査、診断 ④手術見学および実習 
⑤歯科衛生士、歯科技工士の研修 ⑥各種トラブルへの対応法

マスターコース 適応症を拡大するための様々なテクニックを各回模型実習、症例相談等を通じて理解いただけます。
①インプラント治療に必要な解剖学、遺伝子学、材料学、咬合理論 ②PRPの講義、実習 ③Hard/Soft Tissue Managementの講義、実習 
④ボーンスプレット、オステオトーム、サイナスフロアエレベーションの講義、実習 ⑤歯槽堤増大術の講義、実習

第8期 北海道実践インプラント4ヶ月コース ハンズオンコース
高橋徹次先生　安東俊夫先生　越智守生先生　今宮克明先生　糸瀬正通先生　柳智哉先生　浅里秀史先生
その他、歯科衛生士

ＴＥＬ 011-820-3033

定員15名
講
師

札幌市産業振興センター 会議室
北海道札幌市白石区東札幌5条1丁目1－1

会
場

38万円
（昼食・実習材料費を含む）

参
加
費

北海道

第1回

第2回

第3回

第4回

第20期 東京実践インプラント4ヶ月コース ベーシックコース
元永三先生　張在光先生　林美穂先生　渡辺昌孝先生　糸瀬正通先生　根〆まり先生　馬場夏樹先生
その他、歯科衛生士

ＴＥＬ 03-5339-3627

定員20名

新宿NSビル3F NS会議室
東京都新宿区西新宿2丁目4－1

50万円
（昼食・実習材料費を含む）

東京

※ただし、ベーシック４ヶ月卒業生は５５万円

第19期 東京実践インプラント4ヶ月コース マスターコース
山道信之先生　水上哲也先生　糸瀬正通先生　下川公一先生　林佳明先生
河原三明先生　安孫子宣光先生　高橋常男先生　渡辺孝夫先生

ＴＥＬ 03-5339-3627

定員20名

新宿NSビル7F JMM会議室
東京都新宿区西新宿2丁目4－1

60万円
（昼食・実習材料費を含む）

東京

についての
お申し込み・お問い合わせ先

日本メディカルマテリアル株式会社 歯科東京営業
東京都新宿区西新宿2丁目4－1（新宿ＮＳビル10Ｆ）  〒163－0810

第15期 大阪実践インプラント3ヶ月コース ベーシックコース

吉竹賢祐先生　安東俊夫先生　押谷敏之先生　糸瀬正通先生　高崎卓治先生　その他、外来講師

ＴＥＬ 06-6350-1007

定員20名
第1回

第2回

第3回 日本メディカルマテリアル（株）本社8Ｆ 会議室
大阪市淀川区宮原3丁目3－31 上村ニッセイビル8Ｆ

31.5万円
（昼食・実習材料費を含む）

大阪

※ただし、ベーシック４ヶ月卒業生は５５万円

第1回

第2回

第3回

第4回

第14期 大阪実践インプラント4ヶ月コース マスターコース
糸瀬正通先生　山道信之先生　水上哲也先生　下川公一先生　林佳明先生
河原三明先生　安孫子宣光先生　高橋常男先生　渡辺孝夫先生

ＴＥＬ 06-6350-1007

定員15名

日本メディカルマテリアル（株）本社8Ｆ 会議室
大阪市淀川区宮原3丁目3－31 上村ニッセイビル8Ｆ

60万円
（昼食・実習材料費を含む）

大阪

についての
お申し込み・お問い合わせ先

日本メディカルマテリアル株式会社 歯科大阪営業
大阪市淀川区宮原3丁目3－31（上村ニッセイビル8Ｆ）　〒532－0003

第1回

第2回

第3回

第4回

2012年  2月4日（土）・5日（日）
2012年  3月3日（土）・4日（日）
2012年  4月7日（土）・8日（日）
2012年  5月12日（土）・13日（日）

第37期 福岡実践インプラント4ヶ月コース ベーシックコース

元永三先生　張在光先生　林美穂先生　糸瀬正通先生　根〆まり先生　馬場夏樹先生　その他、歯科衛生士　

定員15名

50万円
（昼食・実習材料費を含む）

福岡

ＴＥＬ 092-263-4770
アクア博多 3Ｆ会議室

福岡市博多区中州5丁目3－8

第1回

第2回

第3回

第4回

2012年  2月4日（土）・5日（日）
2012年  3月3日（土）・4日（日）
2012年  4月7日（土）・8日（日）
2012年  5月12日（土）・13日（日） ※ただし、ベーシック４ヶ月卒業生は５５万円

第20期 福岡実践インプラント4ヶ月コース マスターコース
山道信之先生　水上哲也先生　糸瀬正通先生　下川公一先生　林佳明先生
河原三明先生　安孫子宣光先生　高橋常男先生　渡辺孝夫先生

定員15名

ＴＥＬ 092-263-4770
アクア博多 3Ｆ会議室

福岡市博多区中州5丁目3－8

60万円
（昼食・実習材料費を含む）

福岡

についての
お申し込み・お問い合わせ先

日本メディカルマテリアル株式会社 歯科九州営業
福岡市博多区博多駅東2丁目10－35（JT博多ビル7F）　〒812－0013

第1回

第2回

第3回

第4回

第1回

第2回

第3回

第4回

西鉄イン福岡 アクロス福岡前 Cホール
福岡市中央区天神1-16-1　TEL 092-712-5858

天神クリスタルビル 2F Cホール
福岡市中央区天神4-6-7　TEL 092-771-1730

2/4（土）
のみ

2/5（日）
以降

2/4（土）
のみ

2/5（日）
以降

2012年  4月14日（土）・15日（日）
2012年  5月19日（土）・20日（日）
2012年  6月  9日（土）・10日（日）
2012年  7月  7日（土）・  8日（日）

2012年  3月24日（土）・25日（日）
2012年  4月21日（土）・22日（日）
2012年  5月26日（土）・27日（日）
2012年  6月23日（土）・24日（日）

2012年  3月24日（土）・25日（日）
2012年  4月21日（土）・22日（日）
2012年  5月26日（土）・27日（日）
2012年  6月23日（土）・24日（日）

2012年  7月21日（土）・22日（日）
2012年  8月18日（土）・19日（日）
2012年  10月13日（土）・14日（日）

2012年  7月21日（土）・22日（日）
2012年  8月18日（土）・19日（日）
2012年  9月  8日（土）・  9日（日）
2012年  10月13日（土）・14日（日）

07 08



ＰＯＩシステム研修会 研修会のお申込みは、P14の申込書あるいは「JMMデンタルネット」内の
「研修会・講演会のご案内」からお申込みください。

日程
1月15日（日）

開催地
名古屋

講　師

1月22日（日） 東京

丹羽 健先生
寶田 博先生
丹羽 健先生

2012年

定員20名
HA1ピースインプラントの有効活用セミナー

￥10,000（消費税を含む）

HAコーティング1ピースインプラントの有効活用方法を実習を交えて解説します。

日程
1月8日（日）

開催地
東京

講　師
山道 信之先生2012年

定員8名
サイナスフロアエレベーション手術見学コース

￥80,000（消費税を含む）

上顎洞挙上術（サイナスリフト）を実際のオペを見学いただき、補綴的、審美的に優れたイン
プラント手技を学んでいただきます。

日程

1月15日（日）

開催地

札幌

講　師
越智 守生先生
舞田 健夫先生2012年

定員10名POI EXガイデッドサージェリー／ライブOPE

￥50,000（消費税を含む）

POI EX ベーシックIコース

日程
1月15日（日）
3月11日（日）

開催地
東京
名古屋

インプラント基礎知識、システム概要、診査・診断、外科術式（植立実習）
症例紹介、補綴術式、質疑応答

講　師

覚本 嘉美先生

￥50,000（消費税を含む）

2012年

これからインプラントを始めようとお考えの先生方に、POI EX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、基礎からわかりやすく解説します。

講習会内容

定員：東京20名／名古屋15名
インプラント手術において、低侵襲でより安全、確実に治療を行なう為に、ガイデッドサージェリーは
大変有効な手技の一つです。今回のセミナーではPOI EXサージカルガイドシステムを用いたオペ
見学会に加え、ガイドシステムの取扱いについて製品概要、有用性など、ワークショップを交えなが
ら幅広く解説します。今後のインプラント治療の適応拡大にお役立てください。

日程
1月22日（日）

開催地
名古屋

講　師

2月  5日（日） 東京
覚本 嘉美先生2012年

定員20名
ボーンオグメンテーションの実践　ハンズオンセミナー下顎編

￥80,000（消費税を含む）

以前は局所的な禁忌症とされてきた骨の不足した症例も、治療をサポートする外科器具の活用で、
大掛かりな設備・熟練された技術を必要としないGBR法（歯槽骨再生療法）・リッジエキスパンド法
が可能になります。本講習会は術式・材料・器具の説明に加え、注意点を細かく解説しながらの実習
をご体験いただき、明日からのインプラント治療に活用できる技術をお持ち帰りいただけます。

～今すぐ役立つ骨増大の実践テクニック・GBR/リッジエキスパンジョン～

日程
12月23日（祝・金）

開催地 講　師

2月19日（日）
2月26日（日）
3月18日（日） 東京

覚本 嘉美先生

2011年

2012年

定員20名
ボーンオグメンテーションの実践　ハンズオンセミナー上顎編

￥80,000（消費税を含む）

上顎前歯部の審美的なインプラント治療と、適応症拡大のための上顎洞へのアプローチについて、
細かく解説しながらの実習を体験していただけるセミナーです。最先端のインプラント治療の技術と
材料を是非ご体験ください。

～今すぐ役立つ骨増大の実践テクニック・抜歯即時埋入・上顎洞アプローチ～

日程

12月23日（祝・金）

開催地

福岡

講　師

2011年

ATLASで学ぶ歯科用コーンビームCT診断のポイント64
出版記念講演会

￥7,000（消費税を含む）

ザ・クインテッセンス2010年7～12月号に連載され、大反響を呼んだ「CTなしではできない診断を
知ろう！」に新規項目を設け、大幅に加筆した書籍の発売記念講演会です。CBCTの特徴や、日常臨
床で特にCBCTの診断が有用な治療法についての講演内容となっております。

座長：糸瀬正通先生、山道信之先生
演者：水上哲也先生、安東俊夫先生

葛西秀夫先生、荒木秀文先生
泥谷高博先生、金成雅彦先生
島田昌明先生、吉村理恵先生
林美穂先生、   柳智哉先生

日程

1月9日（祝・月）

開催地

東京

講　師

2012年

定員100名
新春特別講演会 バーティカルボーンオグメンテーション

歯科医師 ￥10,000 / コ・デンタル ￥5,000（消費税を含む）

本年7月に発売され、大好評の書籍「バーティカルボーンオグメンテーション」の内容を元に、術前
の診査、診断から長期安定のためのインプラント治療について、ご講演いただきます。コーディネー
ターには春日井昇平先生をお迎え致します。是非ご参加ください。

- 長期安定のための生体主導型インプラント治療 -

春日井昇平先生
コーディネーター： 演者：

糸瀬正通先生
山道信之先生

日程

2月19日（日）

開催地

札幌

講　師

2012年

定員70名
経営セミナー「イノベーティブ・デンティスト」
そして「イノベーティブ・クリニック」へ

￥5,000（消費税を含む）

以下のような内容を元にご講演いただきます。
・デンタルクリニックにおける「マーケティング・マインド」の重要性
・組織マネジメントの実際・コンサルテーションの実際（DHの視線から）etc…
是非とも衛生士様とご一緒に参加ください。

今宮 克明先生
笹田 香奈先生

日程

3月4日（日）

開催地

岡山

講　師

2012年

定員20名インプラントセミナー

￥20,000 （消費税を含む）

HAコーティング1Pインプラントの有効活用方法を実習を交えて解説します。また、クリニカルコー
ディネーターの先生より、歯科医院経営に対しての考え方や、スタッフマネジメントのノウハウにつ
いてお話させていただきます。

- HAインプラントの選択を再考する -

田中 強先生
藤田 光訓先生
堂原 美也子先生

http://www.jmm-dental.jp/

大阪
名古屋
岡山

 

※歯科製品.comから移行いたしました。

長期研修コースに参加ご希望の方はお問い合わせ先の弊社営業所までお電話にて、
必ず空席状況をご確認ください。POIシステム研修会 長期コース

ベーシックコース 診査・診断～アシスタント同伴でのオペ見学会、技工セミナー等、インプラントの基本を確実に理解いただけます。
①骨結合型インプラントの正しい知識 ②確実なインフォームドコンセント法 ③サージカルテンプレートによる確実な診査、診断 ④手術見学および実習 
⑤歯科衛生士、歯科技工士の研修 ⑥各種トラブルへの対応法

マスターコース 適応症を拡大するための様々なテクニックを各回模型実習、症例相談等を通じて理解いただけます。
①インプラント治療に必要な解剖学、遺伝子学、材料学、咬合理論 ②PRPの講義、実習 ③Hard/Soft Tissue Managementの講義、実習 
④ボーンスプレット、オステオトーム、サイナスフロアエレベーションの講義、実習 ⑤歯槽堤増大術の講義、実習

第8期 北海道実践インプラント4ヶ月コース ハンズオンコース
高橋徹次先生　安東俊夫先生　越智守生先生　今宮克明先生　糸瀬正通先生　柳智哉先生　浅里秀史先生
その他、歯科衛生士

ＴＥＬ 011-820-3033

定員15名
講
師

札幌市産業振興センター 会議室
北海道札幌市白石区東札幌5条1丁目1－1

会
場

38万円
（昼食・実習材料費を含む）

参
加
費

北海道

第1回

第2回

第3回

第4回

第20期 東京実践インプラント4ヶ月コース ベーシックコース
元永三先生　張在光先生　林美穂先生　渡辺昌孝先生　糸瀬正通先生　根〆まり先生　馬場夏樹先生
その他、歯科衛生士

ＴＥＬ 03-5339-3627

定員20名

新宿NSビル3F NS会議室
東京都新宿区西新宿2丁目4－1

50万円
（昼食・実習材料費を含む）

東京

※ただし、ベーシック４ヶ月卒業生は５５万円

第19期 東京実践インプラント4ヶ月コース マスターコース
山道信之先生　水上哲也先生　糸瀬正通先生　下川公一先生　林佳明先生
河原三明先生　安孫子宣光先生　高橋常男先生　渡辺孝夫先生

ＴＥＬ 03-5339-3627

定員20名

新宿NSビル7F JMM会議室
東京都新宿区西新宿2丁目4－1

60万円
（昼食・実習材料費を含む）

東京

についての
お申し込み・お問い合わせ先

日本メディカルマテリアル株式会社 歯科東京営業
東京都新宿区西新宿2丁目4－1（新宿ＮＳビル10Ｆ）  〒163－0810

第15期 大阪実践インプラント3ヶ月コース ベーシックコース

吉竹賢祐先生　安東俊夫先生　押谷敏之先生　糸瀬正通先生　高崎卓治先生　その他、外来講師

ＴＥＬ 06-6350-1007

定員20名
第1回

第2回

第3回 日本メディカルマテリアル（株）本社8Ｆ 会議室
大阪市淀川区宮原3丁目3－31 上村ニッセイビル8Ｆ

31.5万円
（昼食・実習材料費を含む）

大阪

※ただし、ベーシック４ヶ月卒業生は５５万円

第1回

第2回

第3回

第4回

第14期 大阪実践インプラント4ヶ月コース マスターコース
糸瀬正通先生　山道信之先生　水上哲也先生　下川公一先生　林佳明先生
河原三明先生　安孫子宣光先生　高橋常男先生　渡辺孝夫先生

ＴＥＬ 06-6350-1007

定員15名

日本メディカルマテリアル（株）本社8Ｆ 会議室
大阪市淀川区宮原3丁目3－31 上村ニッセイビル8Ｆ

60万円
（昼食・実習材料費を含む）

大阪

についての
お申し込み・お問い合わせ先

日本メディカルマテリアル株式会社 歯科大阪営業
大阪市淀川区宮原3丁目3－31（上村ニッセイビル8Ｆ）　〒532－0003

第1回

第2回

第3回

第4回

2012年  2月4日（土）・5日（日）
2012年  3月3日（土）・4日（日）
2012年  4月7日（土）・8日（日）
2012年  5月12日（土）・13日（日）

第37期 福岡実践インプラント4ヶ月コース ベーシックコース

元永三先生　張在光先生　林美穂先生　糸瀬正通先生　根〆まり先生　馬場夏樹先生　その他、歯科衛生士　

定員15名

50万円
（昼食・実習材料費を含む）

福岡

ＴＥＬ 092-263-4770
アクア博多 3Ｆ会議室

福岡市博多区中州5丁目3－8

第1回

第2回

第3回

第4回

2012年  2月4日（土）・5日（日）
2012年  3月3日（土）・4日（日）
2012年  4月7日（土）・8日（日）
2012年  5月12日（土）・13日（日） ※ただし、ベーシック４ヶ月卒業生は５５万円

第20期 福岡実践インプラント4ヶ月コース マスターコース
山道信之先生　水上哲也先生　糸瀬正通先生　下川公一先生　林佳明先生
河原三明先生　安孫子宣光先生　高橋常男先生　渡辺孝夫先生

定員15名

ＴＥＬ 092-263-4770
アクア博多 3Ｆ会議室

福岡市博多区中州5丁目3－8

60万円
（昼食・実習材料費を含む）

福岡

についての
お申し込み・お問い合わせ先

日本メディカルマテリアル株式会社 歯科九州営業
福岡市博多区博多駅東2丁目10－35（JT博多ビル7F）　〒812－0013

第1回

第2回

第3回

第4回

第1回

第2回

第3回

第4回

西鉄イン福岡 アクロス福岡前 Cホール
福岡市中央区天神1-16-1　TEL 092-712-5858

天神クリスタルビル 2F Cホール
福岡市中央区天神4-6-7　TEL 092-771-1730

2/4（土）
のみ

2/5（日）
以降

2/4（土）
のみ

2/5（日）
以降

2012年  4月14日（土）・15日（日）
2012年  5月19日（土）・20日（日）
2012年  6月  9日（土）・10日（日）
2012年  7月  7日（土）・  8日（日）

2012年  3月24日（土）・25日（日）
2012年  4月21日（土）・22日（日）
2012年  5月26日（土）・27日（日）
2012年  6月23日（土）・24日（日）

2012年  3月24日（土）・25日（日）
2012年  4月21日（土）・22日（日）
2012年  5月26日（土）・27日（日）
2012年  6月23日（土）・24日（日）

2012年  7月21日（土）・22日（日）
2012年  8月18日（土）・19日（日）
2012年  10月13日（土）・14日（日）

2012年  7月21日（土）・22日（日）
2012年  8月18日（土）・19日（日）
2012年  9月  8日（土）・  9日（日）
2012年  10月13日（土）・14日（日）
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メイン会場 ［ケーススタディ］一般講演

メイン会場 第2部 特別講演

メイン会場 第1部 特別講演

JMM臨床コロキウム開催レポート

　インプラントの治療患者数、口腔インプラント学会の会員数が増えている事にも合わせ、インプラントに
対してのメディア、世間の関心が近年、ますます高まっている事を示唆され、問題を起こさないインプラント
治療が重要であると問題提起された。その中でも特に難症例となりうる上顎臼歯部へのインプラント治療
について、さまざまな治療法や症例を基にご報告された。上顎臼歯部において、骨質、骨量ともに充分でな
いケースも多く、ショートインプラントの使用や、傾斜埋入、頬骨インプラントなど骨造成を行わない治療
法、症例についてもご紹介された。

　また、骨造成(サイナスリフト)についても骨移植材を用いる場合と、用いない場合について報告された。
移植材を用いず、PRFとコラーゲンメンブレンで上顎洞を挙上し、インプラント埋入を可能にする症例や、
名古屋大学と連携した、組織再生を伴う治療などについてもご報告された。

　さらに先生は、顎堤の高さによる治療方法、判断基準がそれぞれの先生により考え方、対応法について
さまざまである事を紹介されながら、以下のようにまとめられた。

●研究者は、治療計画の長所／短所の両方を考える必要がある。

●臨床家は、治療法の利点／欠点、さらに自分の能力に基づいて治療法を選択すべきである。

　最後に、中国の古典『論語』の中から「己の欲せざるところ、人に施すなかれ」という孔子の言葉を取り上
げられ、目の前にいる患者さんが貴方だと考えるところに答えがある、という事で締め括られた。

演者 ： 春日井 昇平先生
（東京医科歯科大学）

『インプラント治療とバイオメカニクス』

－ 歯科医師と歯科技工士のコラボレーション －

　インプラントの喪失の原因は、力ではないかという考えの下、ご専門である構造力
学、力学生物学(細胞工学)を基にご発表された。さまざまな論文や資料から、歯牙や
インプラントを支える顎骨に対して、メカニカルストレスの負荷の度合いにより骨の
吸収や形成に影響するという報告であった。カンチレバーの症例で、負荷をかける位
置を見誤ると、インプラントに過度な力がかかるという事を報告され、力学的考察の
有用性を報告された。また構造力学と力学生物学(細胞工学)の視点が必要であると
締め括られた。炭酸ガスレーザーを使用した症例も紹介され、その有効性について
も言及された。

演者 ： 吉野 晃先生
（吉野デンタルクリニック）

『下顎前歯部先天性欠損症例』
  － チタンメッシュを使用した垂直的、水平的骨造成 －

　骨量の少ない前歯部のインプラント症例において、骨造成を行う際のチタンメッシュ
を使うポイントなどについて、術前術後のCT画像などを使ってご報告された。
広範囲に大きく彎曲した欠損部位などには、形態付与後の変形が小さく、また術後の
固定が確実なチタンメッシュの応用が有効である、とまとめられた。術前と術後に撮
影を行い、確実な骨造成が確認できるCBCTの利便性についても言及された。

演者 ： 吉田 博志先生
（大通り吉田歯科）

『Solution Tool としてのインプラント治療』

　治療結果に対しての(患者さん個々人の)満足度を上げるために、どのような手段
を用い、どのようなゴールを目指すかについて、診断に基づき決定、実行していくと
いう事を「Solution」と定義し、インプラント治療を含んださまざまな「Solution」に

ついてご発表された。ピエゾ式超音波切削治療器、CT診断装置の有効活用などに
ついても報告された。予防(prevention)、侵襲(intervention)、治療(treatment)を一
体とし、患者さんの願い「健康でありたい」という思いに対するsolutionとなるよう
一層の精進をしたい、と締め括られた。

演者 ： 堤 春比古先生
（つつみ歯科医院）

『上顎臼歯部インプラント治療の多様性とその選択基準』

『インプラント審美補綴を再考する』
　－ 形態美と機能美の調和とは －

　補綴学会における症例の難易度分類にも使用されている、「宮地の咬合三角」を
基に、審美補綴とはいっても各ステージにおいて、さまざまな治療が含まれている事
を示唆された。予知性のあるインプラント治療をするためには、それぞれのステージ
に合った治療計画が重要であるという内容で締め括られた。また、PRFはソケットリ
フトに非常に適しているという事についてもご紹介された。

演者 ： 金山 健夫先生
（名古屋市立大学）

『インプラント周囲の環境改善』

　先生は6年前にも当コロキウムにてご発表された。今回は2度目のご講演であった。
6年前に発表されたサイナスリフトの症例およびGBR症例について、その後の経過
について報告され、そこから得られた教訓と、さまざまな文献からの考察を含めてご
講演された。角化歯肉の確保、患者さんの協力や、咬合力の分布、審美性などの要
素を考慮する必要があり、それらが満たされれば、長期にわたる成功と言えるのでは
ないか、というご発表であった。

演者 ： Han Keum-Dong先生
(Open Dental Clinic) 韓国開業 

『ストマトロジーからみた
 インプラント補綴における永続性を考察する』

　ストマトロジー = 「原因を考え、病態を解明する口腔医学」の観点から、力のコント
ロールを中心に、ナソヘキサグラフ、オクルーザー、グラビコーダーなどを使用した診
断、治療について、さまざまな症例を上げてME機器の有効性を報告された。内容
は、以下のご報告であった。

●包括的歯科臨床におけるインプラント補綴の力のコントロールにおいては、
Stomatologyとしての診査診断とME機器による再評価が求められる。その上で
態癖を精査し、下顎位と機能的咬合面形態を整える事が肝要。

●静的な力のコントロールとして、適切な数と面積と圧力のオクルーザルコンタクト
を付与・・・平均圧とインプラント・残存歯への過負荷には密接な相関があると思わ
れる。

●動的な力のコントロールとしては、Aコンタクトの付与と後方、側方の干渉の排除
が必要。

●中下顎面に3次元的な歪みのあるものはRemodelingのコントロールが困難のた
め、注意が必要。

　ME機器を活用していくつかの症例を分析し、そこから明らかになった症例に対す
る注意すべき点、対処法などについてご報告された。

演者 ： 国賀 就一郎先生
（国賀歯科）

『形態・機能・生物学的要因を踏まえた
  コラボレーションを考える』

① 予知性の高いインプラント審美修復の要件

② 臨床ステップからみたコラボレーション

上記2点を基にした、総括的な講演であった。
　まず今回のインプラントのテーマである①の要件を達成するためには形態、機能、
生物学的な要因の３つの大きな柱があるという事で術前、治療時点における生物学
的、形態学的な要件について、それぞれ注意すべきポイント、着眼点を挙げられた。
そして、機能的な要件としても、顎位、咬合高径、アンテリアガイダンス、対合関係と
オーバージェット、オーバーバイト、顎口腔機能異常などについても適正な機能の回
復が重要であると述べられた。
　また②についてはドクターレベル、テクニシャンレベルのコラボレーションすべき
要点、プロビジョナル作成段階でのラボとの連携の重要性についてご講演された。
弊社より4月に発売した新製品のジルコニアABについても言及された。

　この後に引き続いて行われる山田先生、林先生へと結びつくご発表であった。

演者 ： 水上 哲也先生
（水上歯科クリニック）

－ 再評価におけるMedical Electronics機器の有用性を含めて －

座長 ： 山本 哲也 教授
（高知大学医学部歯科口腔外科学講座 教授）

座長 ： 中川 寛一 教授
（東京歯科大学 歯科保存学講座 教授）

座長 ： 澤瀬 隆 教授
（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻展開医療科学講座 口腔インプラント学分野 教授）

予知性のあるインプラント審美治療を考える

また、韓国からも先生をお招きし、ご講義いただきました。

　

　『予知性のあるインプラント審美治療を考える』をメインテーマに、さる2011年7月3日(日)、『JMM COLLOQUIUM in 2011』を
ベルサール神田にて開催いたしました。約500名の方のご参加をいただき、盛況のうちに閉会することができました。
　今回はメイン会場にて、午前は一般講演≪ケーススタディ≫、午後は第一部特別講演、その後、第二部特別講演というセク
ションに分けて、10名の先生にご登壇いただきました。また、別室にて技工士セッション、衛生士セッション、そしてDr向け、技工
士向けのハンズオンセミナーを併催いたしました。どの会場においても、ご参加された方は真剣な面持ちで聴講されていました。
　ご参加いただきました先生方、ならびにご講演、座長をお務めいただきました先生方に、心より御礼申し上げます。JMMコロ
キウムでは、今後も先生方のお役に立つ情報、トピックスを提供し、患者様のQOLの向上に貢献できるよう、尚一層の努
力をして参りたいと思います。
　以下に、各会場で発表された内容を報告いたします。

09 10JMM COLLOQUIM in 2011



メイン会場 ［ケーススタディ］一般講演

メイン会場 第2部 特別講演

メイン会場 第1部 特別講演

JMM臨床コロキウム開催レポート

　インプラントの治療患者数、口腔インプラント学会の会員数が増えている事にも合わせ、インプラントに
対してのメディア、世間の関心が近年、ますます高まっている事を示唆され、問題を起こさないインプラント
治療が重要であると問題提起された。その中でも特に難症例となりうる上顎臼歯部へのインプラント治療
について、さまざまな治療法や症例を基にご報告された。上顎臼歯部において、骨質、骨量ともに充分でな
いケースも多く、ショートインプラントの使用や、傾斜埋入、頬骨インプラントなど骨造成を行わない治療
法、症例についてもご紹介された。

　また、骨造成(サイナスリフト)についても骨移植材を用いる場合と、用いない場合について報告された。
移植材を用いず、PRFとコラーゲンメンブレンで上顎洞を挙上し、インプラント埋入を可能にする症例や、
名古屋大学と連携した、組織再生を伴う治療などについてもご報告された。

　さらに先生は、顎堤の高さによる治療方法、判断基準がそれぞれの先生により考え方、対応法について
さまざまである事を紹介されながら、以下のようにまとめられた。

●研究者は、治療計画の長所／短所の両方を考える必要がある。

●臨床家は、治療法の利点／欠点、さらに自分の能力に基づいて治療法を選択すべきである。

　最後に、中国の古典『論語』の中から「己の欲せざるところ、人に施すなかれ」という孔子の言葉を取り上
げられ、目の前にいる患者さんが貴方だと考えるところに答えがある、という事で締め括られた。

演者 ： 春日井 昇平先生
（東京医科歯科大学）

『インプラント治療とバイオメカニクス』

－ 歯科医師と歯科技工士のコラボレーション －

　インプラントの喪失の原因は、力ではないかという考えの下、ご専門である構造力
学、力学生物学(細胞工学)を基にご発表された。さまざまな論文や資料から、歯牙や
インプラントを支える顎骨に対して、メカニカルストレスの負荷の度合いにより骨の
吸収や形成に影響するという報告であった。カンチレバーの症例で、負荷をかける位
置を見誤ると、インプラントに過度な力がかかるという事を報告され、力学的考察の
有用性を報告された。また構造力学と力学生物学(細胞工学)の視点が必要であると
締め括られた。炭酸ガスレーザーを使用した症例も紹介され、その有効性について
も言及された。

演者 ： 吉野 晃先生
（吉野デンタルクリニック）

『下顎前歯部先天性欠損症例』
  － チタンメッシュを使用した垂直的、水平的骨造成 －

　骨量の少ない前歯部のインプラント症例において、骨造成を行う際のチタンメッシュ
を使うポイントなどについて、術前術後のCT画像などを使ってご報告された。
広範囲に大きく彎曲した欠損部位などには、形態付与後の変形が小さく、また術後の
固定が確実なチタンメッシュの応用が有効である、とまとめられた。術前と術後に撮
影を行い、確実な骨造成が確認できるCBCTの利便性についても言及された。

演者 ： 吉田 博志先生
（大通り吉田歯科）

『Solution Tool としてのインプラント治療』

　治療結果に対しての(患者さん個々人の)満足度を上げるために、どのような手段
を用い、どのようなゴールを目指すかについて、診断に基づき決定、実行していくと
いう事を「Solution」と定義し、インプラント治療を含んださまざまな「Solution」に

ついてご発表された。ピエゾ式超音波切削治療器、CT診断装置の有効活用などに
ついても報告された。予防(prevention)、侵襲(intervention)、治療(treatment)を一
体とし、患者さんの願い「健康でありたい」という思いに対するsolutionとなるよう
一層の精進をしたい、と締め括られた。

演者 ： 堤 春比古先生
（つつみ歯科医院）

『上顎臼歯部インプラント治療の多様性とその選択基準』

『インプラント審美補綴を再考する』
　－ 形態美と機能美の調和とは －

　補綴学会における症例の難易度分類にも使用されている、「宮地の咬合三角」を
基に、審美補綴とはいっても各ステージにおいて、さまざまな治療が含まれている事
を示唆された。予知性のあるインプラント治療をするためには、それぞれのステージ
に合った治療計画が重要であるという内容で締め括られた。また、PRFはソケットリ
フトに非常に適しているという事についてもご紹介された。

演者 ： 金山 健夫先生
（名古屋市立大学）

『インプラント周囲の環境改善』

　先生は6年前にも当コロキウムにてご発表された。今回は2度目のご講演であった。
6年前に発表されたサイナスリフトの症例およびGBR症例について、その後の経過
について報告され、そこから得られた教訓と、さまざまな文献からの考察を含めてご
講演された。角化歯肉の確保、患者さんの協力や、咬合力の分布、審美性などの要
素を考慮する必要があり、それらが満たされれば、長期にわたる成功と言えるのでは
ないか、というご発表であった。

演者 ： Han Keum-Dong先生
(Open Dental Clinic) 韓国開業 

『ストマトロジーからみた
 インプラント補綴における永続性を考察する』

　ストマトロジー = 「原因を考え、病態を解明する口腔医学」の観点から、力のコント
ロールを中心に、ナソヘキサグラフ、オクルーザー、グラビコーダーなどを使用した診
断、治療について、さまざまな症例を上げてME機器の有効性を報告された。内容
は、以下のご報告であった。

●包括的歯科臨床におけるインプラント補綴の力のコントロールにおいては、
Stomatologyとしての診査診断とME機器による再評価が求められる。その上で
態癖を精査し、下顎位と機能的咬合面形態を整える事が肝要。

●静的な力のコントロールとして、適切な数と面積と圧力のオクルーザルコンタクト
を付与・・・平均圧とインプラント・残存歯への過負荷には密接な相関があると思わ
れる。

●動的な力のコントロールとしては、Aコンタクトの付与と後方、側方の干渉の排除
が必要。

●中下顎面に3次元的な歪みのあるものはRemodelingのコントロールが困難のた
め、注意が必要。

　ME機器を活用していくつかの症例を分析し、そこから明らかになった症例に対す
る注意すべき点、対処法などについてご報告された。

演者 ： 国賀 就一郎先生
（国賀歯科）

『形態・機能・生物学的要因を踏まえた
  コラボレーションを考える』

① 予知性の高いインプラント審美修復の要件

② 臨床ステップからみたコラボレーション

上記2点を基にした、総括的な講演であった。
　まず今回のインプラントのテーマである①の要件を達成するためには形態、機能、
生物学的な要因の３つの大きな柱があるという事で術前、治療時点における生物学
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　JMMコロキウムでは初めての、ドクターとテクニシャンでスライドをスイッチングし
ながらのご講演を展開された。
　まずはじめに、林先生からドクターサイドとラボサイドで、双方の情報を伝達し合
い、共有するというやりとり自体が非常に重要となってくる、とお話された。審美修復
の治療目標、インプラントで生じやすい問題点、審美インプラントを成功へ導くため
の考慮事項、DRが知っておくべき生物学的リスクファクター、難易度別の鑑別診断
などのお話をされ、ラボとの連携による上部構造の製作について、審美アバットメント

の選択基準と、特徴につ
いて述べられた。
また、つづいて山田先生よ
り、天然組織と金属の関係
を説明され、JMMのジル
コニアAB(ZiRESTⓇ)の素
材はモノクリ量の生成を非
常に抑えた、ジルコニアの
中でもハイランクのもので
あると評価された。
　林先生はさらに、患者さんのプラットフォームの情報をどのように技工士さんへ伝
達し、最終補綴物へ結びつけていくかについてご説明され、その情報を元に技工士
さんはどのようにプロビジョナルやアバットメントを作成するかを山田先生がご発表
された。その際に多数歯欠損の症例を紹介され、審美補綴物を作成するには技工士
の方の全面的な協力が必要である事から、術前の写真から、硬組織、軟組織に至る
写真まで、全て林先生から山田先生へお渡しし、サブジンジバルカントゥアーの作成
などについて、ディスカッションしているという事であった。最後に、山田先生より聴
講されている先生へ向けて、技工士さんへはこういった情報を伝えると、より良い形
態、配色の補綴物が作られるというポイントについてお話しをされた。
　参加されていた先生方は、食い入るようにその話を聞いておられた。

技工士セッション シンポジウム講演『インプラント治療における審美的展開のための
 コラボレーションとマテリアルセレクション』

演者 ： 山田 和伸先生
（株式会社カスプデンタルサプライ カナレテクニカルセンター）

『インプラントの咬合を考える』

　ジルコニアオールセラミックスの製作における基本や、メタルとの比較、ジルコニ
アの優位性について解説された。ジルコニアの種類や、特徴についてもいくつかの
症例を上げ、説明された。

演者 ： 高崎 卓治先生　
（株式会社高崎デンタルラボラトリー） 

『インプラント上部構造製作における歯肉貫通部形態の反映方法』

　歯科医師と歯科技工士の連携について、情報の伝達方法や、伝達するポイントな
どについてのお考えをご発表された。また、パターン用レジンで簡単なツール作成
し、これを元に歯肉貫通部形態を上部構造製作に反映できる方法についてご報告さ
れた。これはテンポラリー作製用パーツや印象用パーツを使わない為、コストメリット
があるという事であった。

　最後のディスカッションでは、レジン、金属などのマテリアルの選択につい
てや、セッションを聴講されていた先生からの質問なども飛び交い、会場が
一体となったシンポジウムであった。

　技工士会場、衛生士会場、ハンズオン会場と同フロアに開設された展示コーナー
では、先生方が新発売された製品や、書籍などを手に取り、ご覧になっておられた。
CTコーナーについても多くの先生が製品にご興味を示されており、実際のソフトを
体験しておられた。

演者 ： 根〆 まり先生　
（歯科糸瀬正通医院） 

JMM臨床コロキウム開催レポート

『審美インプラント成功の鍵はコラボレーション』

演者 ： 林 美穂先生
（歯科・林美穂医院）

『衛生士による患者さんのためのCT活用術』

　歯科医院で導入されている歯科用CTに焦点を当て、それを治療に対してどう活
用されているかという内容の報告であった。インフォームドコンセントや、CT画像を
どのように使えば臨床上、より有効に活用でき、かつ患者さんに対して内容の濃い
治療の説明ができるかなどを、いくつかの症例を交えてご講演された。コロキウムの
発表では、歯科用CTを中心とした歯科衛生士さんの発表は多くないため、聴講の
方は興味深く聞いておられた。

演者 ： 下戸地 都先生
（永田歯科医院）

『歯科医院の受付はコンシェルジュ』

　歯科医院のカラーとは、院長の想いはもとより、医院のコンセプトをスタッフで理
解し、共有するというスタッフ全員の『人間力』で生み出されるという内容であった。
スタッフのホスピタリティーが医院の質を支えているという。また、人間力を鍛えるた
めには、患者さんに対しても、またスタッフに対しても思いやりをもって考え、行動す
る事が重要であるとお話しされた。
　とても謙虚で、かつ周りへの配慮を念頭に置いた先生の『思いやり』という事への
考えが反映されている発表であった。

演者 ： 下釜 祐子先生
（歯科・林美穂医院）

『患者さんが信頼を寄せる時！
心理的安心・心理的安全に導くコンサルテーション実践法！』

　治療を受ける際の患者さんの心理というものを考え、患者満足度を高めていくた
めに、患者さんとの信頼関係をどのようにして高めていけばよいのか、また治療に対
する患者さんの葛藤や、わからない事などを解決し、患者さんの意思で治療決定へ
と導くための関係作り、コンサルテーションについてご報告された。
　患者さんの要望を取り入れるために、どのような思いや言葉で患者さんに語りか
けるのが良いのか、またある質問をされた時に患者さんはどう感じ、考えるのかなど、
患者さんの心理を理解し、患者さんへ安心、安全を感じてもらうためのコンサルテー
ションの方法についてご講演された。
　相手の事をどのように考え、どのように接していくことがチーム医療の質を高める
ことができるのかという、社会人として我々にも通ずる内容であった。

演者 ： 水木 さとみ先生
（株式会社エム・エイチ・アイ）

 －歯科技工士との連携を探る －

予知性のあるインプラント技工

衛生士セッション 一般講演

「ずっと通い続けたい！」と患者様が感じるキーワード Vol.2

　まずはじめにコーディネー
ターである遊亀裕一先生よ
り、今回のシンポジウムの
テーマについての問題提起
をされ、その後にお二人の
先生がご講演、最後に3人
の先生がディスカッションを行
うという形式で執り行われた。
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開催のご案内
2012年7月1日（日）日時 会場 東京ビックサイト

技工士向けハンズオン

『歯周にやさしいインプラント技工』
 － キャスタブルゴールドABの使用の際の注意点 －

POIEXシステムの上部パーツ＜キャスタブルゴールドアバットメント＞を用いた、アバッ
トメントを鋳接する際のポイント、歯肉との関係などについてご説明された。参加者
の方が持ち寄った製作物に対しても、ひとつひとつ丁寧に解説された。

演者 ： 遊亀 裕一先生
（山手デンタルアート）

『POIEXガイデッドサージェリー』

演者 ： 柳 智哉先生 
（滝川歯科医院）

歯科医師向けハンズオン

　JMMより発売の新製品、サージガイドシステム＜POIEX/HACEX Surgical 
Guide System＞について、その使用法、有効性、ポイントについてご説明された。
さらに、事前申込されていた先生方は、実際にその器具、模型を使用したデモをし、
その有効性をご体験いただいた。

展示コーナー［ドリンク&クールルーム］
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Vol.32
POIシステム研修会 参加申込方法

JMMデンタルネット
http://www.jmm-dental.jp/

ご意見お待ちしております（匿名でも結構です）。

本誌では、よりお役に立てる情報をご提供できるよう、本誌に対する
ご意見、ご感想をお待ちしております。また、弊社製品もしくは弊社
に対するご意見、ご要望等どのような内容でも結構ですので、お気
軽にお寄せください。
ご意見、ご感想などを「POIシステム研修会参加申込書・資料請求カ
ード」の通信欄にご記入いただき、ご返送ください。何卒、ご協力い
ただけますようお願いいたします。

資料請求方法

パンフレットなどの資料をご希望の方は、「POIシステム研修会参加
申込書・資料請求カード」に必要事項をご記入の上ご返送ください。

POIEX/HACEX サージカルガイドシステム

添付の「POIシステム研修会参加申込書・資料請求カード」に必要事項をご
記入の上、ご返送ください。後日、弊社よりご連絡いたします。また弊社デ
ンタルWEBサイト、JMMデンタルネットでもお申込みいただけます。

歯科製品.comから移行しました。
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また、各器具はフィクスチャーの直径毎にカラーリングしているので、識別しやすく誤使用を防ぎます。

POIEX サージカルガイドドリル　医療機器届出番号 27B1X00047101115

希望小売価格商品NO. 商品名 希望小売価格商品NO. 商品名
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CDI06711 - CDI06714

CDI06715 / CDI06716
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ティッシュパンチEX

SGドリルEX パイロット

SGドリルEX 8-10

SGドリルEX 12-14

SGドリルEX DB 8-10

SGドリルEX DB 12-14

ガイドアンカーEX

￥4,000

￥7,200

￥9,000

￥10,000

￥10,000

￥10,000

￥10,000

￥9,000

CDI06720 / CDI06722 / CDI06724 
CDI06726 / CDI06728

CDI06721 / CDI06723 / CDI06725
CDI06727 / CDI06729

CDI06730 / CDI06732 / CDI06734 
CDI06736 / CDI06738

CDI06731 / CDI06733 / CDI06735
CDI06737 / CDI06739

CDI06741 - CDI06744

CDI06746 - CDI06749

CDI06750 - CDI06754

CDI06755 / CDI06757 / CDI06759
CDI06761 / CDI06763

CDI06756 / CDI06758 / CDI06760
CDI06762 / CDI06764

CDI06765 - CDI06768

CDI06769 / CDI06770

CDI06772 - CDI06775

CDI06776

SGフィクスチャードライバーEX

ストッパーリングSG EX

ストッパースリーブEX #1

ストッパースリーブEX #2

ドリルキーEX

フィクスチャーホルダー

アンカーマウントEX

SGツールケース

￥17,000

￥2,500

￥3,000

￥3,000

￥8,000

￥7,000

￥4,000

￥30,000
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POIEX/HACEX Surgical Guide Systemの特徴
柳 智哉 先生

PreVista Uni-3Dの設置紹介
蓮見 昌樹 先生

［製品紹介］
PreVista Uni-3D Multi
PreVista Primo

POIシステム研修会開催のご案内
JMM COLLOQUIUM in 2011開催レポート

［新製品紹介］
POIEX/HACEX サージカルガイドシステム
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料金受取人払郵便

差出有効期間
平成24年4月
26日まで
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