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■講師紹介

鈴木玲爾
Reiji Suzuki

明海大学歯学部機能回復学講座
オーラルリハビリテーション学分野講師

ICOI ディプロマット
（コーディネーター）

嶋田　淳
Jun Shimada

明海大学歯学部病態診断治療学講座
口腔顎顔面外科学分野１教授

ICOI アンバサダー / ディプロマット

龍田恒康
Tuneyasu Tatsuta

明海大学歯学部病態診断治療学講座
口腔顎顔面外科学分野１准教授

辰巳順一
Junichi Tatsumi

明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座
歯周病学講座准教授

ICOI Fellowship Program 養成コース

■ＩＣＯＩ（International Congress of Oral Implantologists）

　ＩＣＯＩ（International Congress of Oral Implantologists） は 1972 年に設立された国際的な口腔インプラント

　学会であり、本部は米国ニュージャージー州に置かれています。

　すべての患者様によりよい歯科治療を提供するため、歯科医療従事者のインプラント教育に努めてお

　り、世界最大規模のインプラント学術団体であると同時に、インプラントの継続教育を提供する最大

　の機関としての役割も果たしています。

■ＩＣＯＩアジア太平洋地域統括事務局

　2008 年 1 月にアジア太平洋地域 （Asia Pacific Section） 統括事務局のもと、日本事務局が開設されまし

　た。この体制により、国際標準の歯科医療情報のタイムリーな提供、本部ならびに国際的インプラン

　トロジストと日本会員のより親密なコミュニケーションや、日本国内でのインプラント継続教育の実

　施や会員へのきめ細やかなサービスの提供が可能となり、学会活動のいっそうの進展が期待されてい

　ます。

■主　催： ＩＣＯＩ（International Congress of Oral Implantologists）

■実施者：明海大学歯学部生涯研修部

■フェローシップの要件 ： ICOI Fellowship Program 養成コースとして認定された研修プログラムです。

　　　　　　　　　　　　　　　　※５年以内に、 １００時間以上のインプラント教育を受講する必要があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　（参照 ： http://www.icoi.org/membership-credentials/ 「 ICOI Fellowship 2.」）

■開催場所：明海大学ＰＤＩ浦安歯科診療所 （明海大学 ・ 朝日大学サテライトキャンパス、 明海大学ＰＤＩ東京歯科診療所）

　　　　　　　　　〒279-0014　千葉県浦安市明海１丁目２番１号　ＴＥＬ 047-381-5555

■参加費用： ８４５,０００円 ( コース番号 09181300、 09181602、 09181604、 09181605、 09181701）

■定　　員：１０名 （催行人数８名）

﨑山　浩司
Koji Sakiyama

明海大学歯学部形態機能成育学講座
解剖学分野准教授

長谷川雄一
Yuichi Hasegawa

長谷川みらい歯科　院長
明海大学歯学部臨床講師

明海大学歯科総合医 Excellent Clinician
日本顎咬合学会かみ合わせ認定医

林　揚春
Yoshiharu Hayashi

優ビル歯科医院　院長
医療法人社団秀飛会　理事長

日本顎咬合学会　指導医
ICOI アンバサダー / ディプロマット

渡辺　隆史
Takashi Watanabe

小滝歯科医院　院長
明海大学歯学部臨床教授

日本顎咬合学会前理事長　指導医



ICOI Fellowship Program 養成コース （100 時間）
(100 時間以上のインプラント教育 ) ： 認定プログラム内容　　　　　＊コースの内容は変更になることがあります。

コース番号 09181300 インプラントベーシックプログラム 10 日間コース

■日　時　１０日間

　　　１. 2018年 4月 21日（土） 10：00～ 18：00

　　　２. 2018年 4月 22日（日）10：00～ 17：00

　　　３. 2018年 5月 26日（土） 10：00～ 18：00

　　　４. 2018年 5月 27日（日）10：00～ 17：00

　　　５. 2018年 6月 23日（土） 10：00～ 18：00

　　　６. 2018年 6月 24日（日）10：00～ 17：00

　　　７. 2018年 7月 21日（土） 10：00～ 18：00

　　　８. 2018年 7月 22日（日） 10：00～ 17：00

　　　９. 2018年 9月 1日（土） 10：00～ 18：00

　　　10. 2018年 9月 2日（日） 10：00～ 17：00

■会　場　千葉・浦安市 

　　　　　明海大学ＰＤＩ浦安歯科診療所

■講　師　龍田恒康、﨑山浩司、嶋田 淳、辰巳順一、

　　　　　長谷川雄一、渡辺隆史

■定　員  １４名

■受講料  ４７５,０００円（実習材料費、教材費含む）

◆講義 （Lecture）

１． インプラント修復の概念と歴史的、

　　　科学的背景

２． 診査

　　　①全身的評価 （全身疾患）

　　　②局所的評価

　　　　（口腔解剖と硬 ・ 軟組織評価）

３． 診断 （ケースセレクションと適応症 ・

　　　　　　　 非適応症）

４． 治療計画立案

５． 外科手術の概要と留意点

　　　①Hard tissue management

６． ２次手術 （歯周外科） に必要な

　　　Soft tissue management

　　　①歯肉弁根尖側移動術

　　　②遊離歯肉移植術

　　　③上皮下結合組織移植術

７． 補綴処置の概要と留意点

　　　①Functional rehabilitation

　　　②Esthetical rehabilitation

８． 滅菌消毒と衛生管理

　　　①患者管理 (ⅰ) 術前 ( 血液検査 )

　　　　(ⅱ) 術中 ( モニタリング )

　　　　(ⅲ) 術後 （感染防止）

　　　②麻酔 （局所麻酔、 静脈内鎮静法）

　　　③併発症 （インプラント周囲炎）

　　　④長期予後

◆実習 （Hands-on）

１． 豚顎実習

　　　（切開と縫合、 インプラント埋入

　　　　十数本予定）

２． 模型実習 （インプラント埋入、

　　　二次手術、 印象採得）

３． モニタ実習 （心電図、 血圧、

　　　パルスオキシメータ）

４． エックス線 CT シミュレーション

５． ケースプレゼンテーション

　　　（症例相談含む）

６． ディスカッション

７． ライブオペレーション

　　　（基本的な単純埋入症例）

８． 課題内容理解確認試験

　　　（レポート含む）

ICOI Fellowship Program

コース番号 09181604 上顎洞の大きな上顎臼歯部にインプラントを埋入する （ライブオペ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－易しいサイナスリフトの方法を実践できる－

■日　時　２０１８年１０月１４日 （日） １０ ： ００～１８ ： ００
■会　場　千葉・浦安市
　　　　　明海大学ＰＤＩ浦安歯科診療所
■講　師　嶋田　淳
■定　員　１５名
■受講料　８０,０００円（実習材料費、教材費含む）

◆講義 （Lecture）

１． ソケットリフト法の利点と欠点

２． ラテラル法の利点と欠点

３． 上顎洞底挙上術の術式と注意点

４． サイナスリフトのライブオペ

　　　（内視鏡画像供覧予定） 他

◆実習 （Hands-on）

１．模型と豚顎による上顎洞底挙上術、

　　他

コース番号 09181602 インプラント希望だが骨が少ない症例が来院した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 骨量不足症例でインプラント治療を成功させる方法をマスターする –

■日　時　２０１８年６月３日 （日） １０ ： ００～１８ ： ００

■会　場　千葉・浦安市

　　　　　明海大学ＰＤＩ浦安歯科診療所

■講　師　嶋田　淳

■定　員　１５名

■受講料　８０,０００円（実習材料費、教材費含む）

◆講義 （Lecture）

１． 採血法

２． 遠心分離器と遠心分離法

３． CGF の作成と応用

４． AFG の作成と応用

５． GBR( 骨誘導再生法 )

６． 自家骨採取と歯槽堤造成法、 他

◆実習 （Hands-on）

１． 採血 （相互実習）

２． 遠心分離

３． フィブリンブロックの作成

４． フィブリンブロックを用いた

　　　骨造成法

５． 豚顎による歯槽堤造成法、 他

コース番号 09181605 審美的インプラント修復のために
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－抜歯即時埋入とティッシュマネージメントをマスターする－

■日　時　２０１８年１１月１１日 （日） １０ ： ００～１８ ： ００
■会　場　千葉・浦安市
　　　　　明海大学ＰＤＩ浦安歯科診療所
■講　師　嶋田　淳
■定　員　１５名
■受講料　８０,０００円（実習材料費、教材費含む）

◆講義 （Lecture）

１． 抜歯即時埋入の適応症と禁忌症

２． 抜歯即時埋入の注意点と術式

３． 審美的インプラント成功のための

　　　ティッシュマネージメント、　 他

◆実習 （Hands-on）

１． 模型での抜歯即時埋入と即時荷

　　　重のためのプロビジョナル作成

２． 豚顎での歯槽堤造成術

３． 豚顎での角化歯肉移植

４． 豚顎での結合織移植、 他



ICOI Fellowship Program Photo Gallery

ICOI Fellowship Program
コース番号 09181701 審美領域における多数歯欠損症例の対処
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ライブオペとハンズオン２日間コース—

■日　時 ２日間
　    ２０１８年１０月２７日 （土） １０ ： ００～１７ ： ００
　　　２０１８年１０月２８日 （日） １０ ： ００～１６ ： ００
■会　場 ▼2018年 10月 27日（土） 10：00～ 17：00
　　（東京・新宿区）
　　　明海大学・朝日大学サテライトキャンパス
　　　明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センター
　　　　 ▼2018年 10月 28日（日） 10：00～ 16：00
　　（東京・渋谷区代々木）
　　　明海大学ＰＤＩ東京歯科診療所
■講　師　林　揚春
■定　員　１５名
■受講料　１３０,０００円（実習材料費、教材費含む）

■研修内容

１． インプラント治療の考え方とインプラントの選択 （講義）

２． 審美領域の抜歯即時埋入の実際 （デモと実習）

３． Root membrane technique の実際 （デモと実習）

４． 審美領域のインプラント補綴形態の重要性 （講義）

５． 即時プロビジョナルレストレーションの作製 （デモと実習）

６． 審美領域のインプラント処置 （ライブオペ）

７． 多数歯抜歯即時埋入の原則と治療計画 （講義と演習）

８． 多数歯抜歯即時埋入、 即時荷重 （デモと実習）



ICOI 日本事務局及び研修内容に関する照会先

開　催　場　所

■ＩＣＯＩ日本事務局：会員の事務手続き　㈱学術社（担当）近藤加奈子、藤井貞和
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒115-0055 東京都北区赤羽根西６丁目３１番５号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　03-5924-1233　FAX　03-5924-4388
                      　　　　　　　　　E-mail:gak-kond@zd5.so-net.ne.jp
■明海大学歯学部生涯研修部：研修会　　　〒350-0283 埼玉県坂戸市けやき台１-１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 049-279-2728 FAX 049-285-6036
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail:info@m-a-univ-ce.com

■振込先：みずほ銀行　川越支店（普通）1936843　学校法人明海大学理事長　宮田　淳 2017.12.27

氏　名
ローマ字
（大文字）
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氏　名
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ご案内郵送先　□自宅　□歯科医院
※いずれかにチェックして下さい
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■受講申込書 (FAX049-285-6036) （Ｅ-mail アドレスは必ずご記入ください。）

（会員 /非会員） （パスポートと同一のもの）

（PC/ 携帯）

明海大学ＰＤＩ浦安歯科診療所
〒２７９-００１４　千葉県浦安市明海１丁目１番２０号

ＪＲ京葉線

■明海大学ＰＤＩ浦安歯科診療所
〒279-0014 千葉県浦安市明海１丁目１番２０号

〒160-0023東京都新宿区西新宿1丁目13番8号朝日新宿ビル9Ｆ
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中央東口 東口

西口

南口

中央西口

■明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センター
〒160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目１３番８号　朝日新宿ビル９F

■明海大学ＰＤＩ東京歯科診療所
〒151-0053 東京都渋谷区代々木１丁目３８番２号　ミヤタビル２F

ICOI Fellowship Program


