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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、アメリカ大陸、ヨーロッパ、アジア太平洋の3つの母体に分け、本部は米国に置かれてい
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。現在世界で加入されているICOIの会員数は2万5千人以上です。

2019 Message

大会長挨拶
東京医科歯科大学　大学院　医歯学総合研究科

インプラント・口腔再生医学　教授

春日井　昇平
ICOI Japan は世界最大インプラント学会である

ICOIの日本支部として、学会活動をおこなってきました。
しかし、多くの学会員がご存知のように、ICOI Japan
は大きな困難を抱えていました。そのような困難が存
在したにも関わらず、会員が団結して力を合わせ、昨年
は昭和大学の尾関教授の大会長の元、素晴らしい学
術大会が開催されました。「雨降って地固まる」と言わ
れますように、ICOI Japan の基盤はさらに強固になっ
たと感じています。2019 年 ICOI Japan 総会・学術
大会長を拝命し、本学会のさらなる発展に寄与できれ
ばと考えています。

今回の学術大会のテーマは「インプラント治療と歯科
医療の未来」です。インプラント治療は素晴らしい治療
法であり、治療をおこなうことによって、患者さんの QOL
を著しく向上させることが可能です。近未来の歯科医療、
特に歯を失った場合の機能回復において、インプラント
治療の重要性は今後も継続すると考えています。

現在インプラント臨床においてデジタル技術が急激
に導入されており、今後さらにデジタル化が進むことは
明らかです。現在デジタル技術で何か可能であり、何
が困難であるかを明確にしたいと考え、更新セミナー

として「デジタル技術の現状と未来」
を企画しました。また近年、歯科イ
ンプラント治療に関連する材料や技
術は著しく進歩しましたが、その一方
で、再生医療も著しく進歩しています。
未来の歯科臨床において、再生医療
が占める割合が増加すると考えてい
ます。特別講演として、歯科の再生医療に関して先端
的な研究を進めていらっしゃる 3 名の先生にご講演を
お願いしました。

ところで、インプラント臨床において咬合に苦慮され
たことが無い先生は皆無であることと思います。そこで、
更新セミナーとして、当学会員で咬合に造詣が深い西
川先生と波多野先生に「インプラント治療と咬合」に
ついてのご講演をお願いしました。

さらに、海外からの 2 名の先生に、本学会のテーマ
に沿った内容でのご講演をしていただく予定です。

ICOI Japan の衛生士プログラムは年々充実してお
り、参加者が増加しています。本大会においても、昨
年に負けないプログラムを企画しています。

2019 年 ICOI JAPAN 総会・学術大会が、会員の
皆様にとって魅力的で実りの多い大会となることを目指
して、鋭意企画しております。

奮ってご参加くださいますようお願い致します。

予告 ! 2019 日本大会のお知らせ
東京医科歯科大学　大学院　医歯学総合研究科　医歯学専攻

口腔機能再構築学講座　インプラント・口腔再生医学分野　講師

黒田　真司
　入梅の候、ますますご繁栄のこととお慶び申し上げま
す。来る2019 年 7月13日（土） より14日（日） の2日間、
2019 年度 ICOI Japan日本支部総会・学術大会を、東京医
科歯科大学にて開催いたします。口腔インプラント治療は
飛躍的な発展を続けておりますが、その一方で、インプラ
ント周囲炎や補綴設計、そして失われた組織の再生の必
要性など、検討・考察事項が山積しているのも現状です。
今回の総会・学術大会は、「インプラント治療と歯科医療
の未来」 をテーマに、これまでに培われてきた口腔インプ

ラントならびにその学問体系をベースとして、これからの
口腔インプラントにとって新しい技術であるデジタルデン
ティストリー、そして再生医療の臨床応用に向けた研究を
討論し、問題点の解決、医療全体の発展とさらなる貢献
に寄与できるような会となるよう鋭意準備を進めておりま
す。ご発表を頂く先生方を含め、ご参加いただく全ての方々
と活発な討論を期待するとともに、この日本支部総会・学
術大会が最先端の情報発信や情報交換・交流の場となり、
口腔インプラントの新時代への糸口になることを期待して
おります。さらにはこの総会・学術大会が、ICOI のビジョ
ンでもある基礎研究・臨床研究の発展と国際的な友好の
推進を担うものになることを祈念いたします。
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予告 !
ICOI Japan 2019　日本支部総会　学術大会

「インプラント治療と歯科医療の未来」
大会長　　　春日井昇平
準備委員長　黒田　真司
東京医科歯科大学　M&D タワー　鈴木章夫記念講堂

7月13日（土）

1） 開会式（第一会場 9：00‒9：25）
2） セミナー1
 （第 1 会場〈鈴木章夫記念講堂〉9：30‒11：40）
 「インプラント治療と咬合」
 　　西川　洋二（西川歯科医院）
 　　波多野尚樹（波多野歯科医院）
 　　　　座長：加倉　加恵
3） ADIAJAPAN 認定歯科衛生士プログラム
 （第 2 会場〈共用講義室 1〉　9：30‒11：40）
4） 総会（第 1 会場　11：45‒12：15）
5） ADIAJAPAN 認定試験
 （演習室〈1 号館西 6 階〉　13：00‒15：15）
6） セミナー2（第 1 会場 13：30‒15：40）
 「デジタル技術の現状と未来：可能なことと難しいこと」
 　　近藤　尚知（岩手医科大学　インプラント・補綴）
 　　松浦　賢治（ケンデンタリクス）
 　　丸尾勝一郎（三軒茶屋マルオ歯科）
 　　　　座長：尾関　雅彦
7） 一般講演 1（第 2 会場　15：20‒17：00）
 5 演題　（発表 15 分　質疑応答 5 分）
8） セミナー3（第 1 会場〈鈴木章夫記念講堂〉
 16：00‒17：00）
 海外演者講演　AviSchetritt
 　　　座長：嶋田　淳
9） 表彰式（第 1 会場〈鈴木章夫記念講堂〉17：00‒17：30）
10） ポスター発表
 （M&D タワーラウンジ、ディスカッション 17：00‒18：00）
11） 懇親会（M&D タワー　ラウンジ 18：00‒20：00）
 　懇親会会費　5,000 円

7月14日（日）

12） シンポジウム
 「近未来の歯科医療：歯科再生医療の可能性」
 　（第一会場　9：30‒11：30）
 　　中島美砂子（国立長寿医療研究センター）「歯髄の再生」
 　　岩田　隆紀（東京医科歯科大学）「歯周組織の再生」
 　　辻　　　孝（理化学研究所）「歯の再生」
 座長：黒田　真司
13） 歯科衛生士セミナー1（講義）
 （第 2 会場〈共用講義室 1〉9：30‒11：30）
14） ランチョンセミナー
 （第 2 会場〈共用講義室 1〉　12：30‒13：20）
15） 特別講演（第 1 会場　13：30‒14：30）　
 　鈴木　仙一（次期 ICOI 会長）
 「歯科医院のブランド戦略」
16） 歯科衛生士セミナー2（実習）
 （第 2 会場〈共用講義室 1〉　13：30‒14：30）

17） 一般講演 2（第 2 会場　14：40‒16：00）
 4 演題（発表 15 分　質疑応答 5 分）
18） セミナー 4
 （第 1 会場〈鈴木章夫記念講堂〉15：00‒16：00）
 海外演者講演　AviSchetritt

座長：嶋田　淳
19） 閉会式（16：15‒17：00）

●7月13日（土）
第１会場 第２会場

午
　
前

9：30‒11：40
セミナー１
　「インプラント治療と咬合」
　⃝ 西川　洋二（西川歯科医院）
　⃝ 波多野尚樹（波多野歯科医院）

　　座長：加倉　加恵
11：45‒12：15　
総会
　司会：春日井　　議長：（黒田）

9：30‒11：40
ADIAJAPAN 認定
　歯科衛生士プログラム

午
　
後

13：30‒15：40
セミナー２
　「デジタル技術の現状と未来：
　可能なことと難しいこと」
　近藤尚知（岩手医科大学）
　松浦　賢治（ケンデンタリクス）
　丸尾勝一郎（マルオ歯科）

座長：尾関　雅彦
16：00‒17：00
セミナー３
　海外演者講演 AviSchetritt
 座長：嶋田　淳
17：00‒17：30
表彰式

1 号館西 6 階
演習室

13：00‒15：15
ADIAJAPAN 認定試験

第２会場
15：20‒17：00
一般講演 1　20 分× 5 人
　上妻　渉　　東京医科歯科大学
　松岡　力　　リキデンタルオフィス
　谷ノ口洋実　東京医科歯科大学
　宮下洋輔　　湘南鎌倉歯科・矯正歯科
　畠山　航　　岩手医科大学

M&D タワー　ラウンジ
17：00‒18：00
　ポスター発表
18：00‒20：00
　懇親会（M&D タワー　ラウンジ）

●7月14日（日）
第１会場 第２会場

午
　
前

9：30 ‒ 11：30
シンポジウム　
「近未来の歯科医療：歯科再生
医療の可能性」

　中島美砂子
　（国立長寿医療研究センター）　
　　歯髄の再生
　岩田隆紀（東京医科歯科大学）　
　　歯周組織の再生
　辻孝（理化学研究所）
　　歯の再生
 座長：黒田真司

9：30 ‒ 11：30
歯科衛生士セミナー１（講義）

午
　
後

13：30‒14：30
特別講演
　鈴木　仙一（次期 ICOI 会長）
　　「歯科医院のブランド戦略」
15：00‒16：00
セミナー４
　海外演者講演 Kim
 座長：春日井
16：15‒16：30
閉会式

12：30‒13：20
ランチョンセミナー1
　StraumannJapan
13：30‒14：30
歯科衛生士セミナー２（実習）
14：40‒16：00
一般講演２　20 分×４人
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尾関大会長より
2018 年学術大会開会のご挨拶を頂いた。

ICOI日本大会開催される

Message

2018大会長挨拶

2018

プラント関連学会では講演されて
いない先進性に富む内容をお願い
しましたので、大変なご苦労があっ
たことと推察致しますが、参加され
た多数の方々からは非常に勉強に
なったと喜んで頂きました。また一
般演題においても多数の口演発表
とポスター発表があり、非常に充実した学術大会とな
りました。さらに最終日の Gala party では、Judy 会
長をはじめ多数の先生が親睦を深め、非常に和やかな
形で学術大会を締めくくることができました。

このように非常に充実した学術大会を行うことがで
きましたのも、ひとえに ICOI Japan を盛り立てようと
ご協力下さった学会員の皆様のお蔭と心から御礼申し
上げます。

ICOI Japan 2019　日本支部総会　学術大会
「インプラント治療と歯科医療の未来」

ICOI Japan 2018 日本支部総会・学術大会　実行委員長
昭和大学インプラント歯科学講座　講師

石浦　雄一
ICOI Japan 2018 日本支部総会・学術大会へ

ご参加いただきました皆様、大変ありがとうござい
ました。実行委員会を代表して、厚く御礼申し上げ
ます。

2018 年度の日本支部総会・学術大会は市ヶ谷
駅近くの「TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター」に
て 7 月 21日（土）、22 日（日）の２日間にわたり
開催されました。昭和大学インプラント歯科学講
座教授の尾関雅彦が大会長を務め、「知って得する
インプラント治療」をメインテーマに掲げ、実りあ
る講演が催されました。

第 1日目は更新セミナーとして「インプラント補
綴を成功に導く歯科技工の勘所」のテーマで歯
科医師、歯科技工士それぞれの立場から６名の先
生方にご登壇いただいた。また、鈴木仙一先生、
Takanori Suzuki 先生、Ady Palti 先生には旬な
話題を提供していただいた。また ADIA JAPAN
認定インプラント歯科衛生士プログラムも併催、
Diploma 授与式と前年度優秀演題表彰式に引き
続き GALA Party が開催され、多数の参加者で
賑わった。

第２日目は３つのシンポジウム「インプラント埋入

即時補綴」「歯科手術における抗菌薬を考える」「ナ
ビゲーションによるインプラント埋入手術」、実習
付きの歯科衛生士ハンズオンセミナー、３つのラ
ンチョンセミナー、そして一般演題（口演：10 題、
ポスター：３題）と盛り沢山の内容だった。

また、２日間にわたり 29 社に登る協賛企業の
展示を頂戴することができ、花を添えていただきま
した。

不慣れな運営で皆様に助けられた２日間でした。
各位に感謝いたします。

昭和大学歯学部
インプラント歯科学講座　教授

尾関　雅彦

第 2 回 ICOI 日本支部学術大会を 2018 年 7 月 21
日、22 日と 2 日間にわたって東京・市ヶ谷の TKP ホー
ルにて開催しました。両日とも快晴で猛暑にも関わら
ず総数 263 名の方々に御参加頂き、活発な討論が交
わされ非常に有意義な学術大会となりました。

世界中のインプラント関連学会の中でも最大規模を
誇る ICOI の日本支部（ICOI Japan）が開催する学術
大会なので、参加された先生方に役立つ最新の情報を
提供することを念頭に、今回の学術大会のメインテー
マは『知って得するインプラント治療』としました。更
新セミナー、海外招待講演ならびにシンポジウムでご
講演して頂いた演者の先生方には、いまだに他のイン
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2018 ICOI 日本支部大会

2018 ICOI 日本支部大会

報告 2018 日本大会
◀ 鈴木仙一先生より

即時荷重インプラントで
健康寿命を延伸 
〜超高齢化社会における
　インプラントの役割〜
と題してご講演を頂いた。

左より　尾関大会長、澤先生、嶋田日本支部理事長 左より　近藤先生、松浦先生、春日井先生

Ady Palti 先生より海外の ▶
最新トピックスをご提供頂いた。
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2018 ICOI 日本支部大会

2018 ICOI 日本支部大会

2018 ICOI 日本支部大会

2018 ICOI 日本支部大会

◀  大会会場のTKP市ヶ谷カンファ
レンスセンターには国内外より
多くの会員が訪れた。

◀  ADIA JAPAN認定インプラント歯
科衛生士プログラム参加者。

最優秀発表者には▶
賞状・目録が授与された。

Fellowshipi取得者授与式。▶
鈴木先生、Judy 先生、

Palti 先生より証書が
授与された。
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Icoi world news OCTOBER 2019

医療機器承認番号：22900BZX00112000

骨幅が狭い
患者さんのための
低侵襲インプラント治療

7®0120-318-418

Manufactured by ZEST Anchors 
Distributed by:

！！謹告！！
2019 年度 日本大会当日は会場に
クロークのご用意がございません。

ご協力・ご確認の程、
よろしくお願い致します。

ICOI Japan 2020 年大会
開催日時：2020 年 4月 25 日（土）、26 日（日）
会　　場：日本歯科大学生命歯学部　富士見ホール
大 会 長：本間 憲章 先生
　　　　　（医療法人社団 本間歯科、日本歯科大学附属病院 総合診療科 臨床教授）

ICOI 日本大使

本間　輝章
2019 年 2020 年の 2 年間は、ICOI メンバー

は今までと同様に隔月で IMPLANT DENTISTRY
（1992 年より Dr.Morton L.Perel DDS, MscD 編
集 Lippincot Williams and Wilkins, Philadelphia, 
PA） を受け取ります。ICOI の契約は 2020 年ま
で継続いたします。これまで同様 ICOI 本部は全力
を尽くし引用となる論文や筆者を紹介していきます。

2019 年 の 1 月より、 ドイツ、 ベ ルリン の
Quintessence Publishing が ICOI と新たにタッ
グを組むことになりました。当初は EUROPEAN 
JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY（EJOI）
という題名で季刊として発行。次いで、この学会誌
は INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPLANT 
DENTISTRY（IJOI）と改名いたします。現在の
ICOI メンバーは追加料金等なく、この学会誌を受
け取ることとなります。

新たに ICOI の学会誌がクインテッセンスとコラ
ボレーションし、ヨーロッパを含めた全世界規模で
の国際学会誌を発刊することとなりました。米国、
欧州だけでなく、アジア圏からの応募も多く、多
角的にインプラント学の情報を集約した学会誌とな
ることでしょう。

またこれにより、インパクトファクターも高くなり、
これまで以上の学会の大きな発展が見込めます。
これからも最新の情報をお伝えしながら、日本支
部の発展にも寄与していきたいと思っております。

！！予告
！！
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▶時代は令和である。日本の口腔インプラントロジストにおいては、まだ昭和生まれが多いので
はなかろうか。若手の先生はもちろん平成生まれであろう。▶いずれにしても、読者は最低でも
一世代前、多くは二世代前の骨董的価値を持つ施術者である。中には、慶応・明治生まれの患
者さんを診たことがある、という方も居るかもしれない。▶元号数世代の間に、人類の体型に変
化はあれど、進化退化に例えられるほどの構造上の変化はないであろう。しかし、その間にその
体に施す医術はかなりの変遷を経て今に至っている。▶日進月歩の医療を患者さんに届けること
は我々の宿命で有り、この学会の使命である。誇り高きこの学会の名実を守っていくのは、我々
のたゆみない努力に他ならない。▶先ずは新元号で気分も新たに日本支部の大会を盛り上げれる
よう、みなさま宜しくお願い申し上げます。 （星の王子）

Our world is not flat
Neither is the anatomy of your implant patients

インプラント周囲の硬･軟組織の維持

骨増成を減らし､治療期間と負担を軽減

“One-Position-OnlyTM” のシンプルな術式

インプラント周囲の硬･軟組織の維

オッセオスピード プロファイル EV

Astra Tech Implant System®

OsseoSpeed® Profile EV

販売名
オッセオスピード プロファイル EV

クラス
3

一般的名称コード
70909000

一般的名称
歯科用インプラントシステム

承認番号
22900BZX00322000

年会費の支払い－更新の手続き－について
　有効な ICOI 会員として、あなたの資格情報を維持するために、期限内に会費を支払うこと（更新の手続き）
を忘れないでください。
　CE クレジットを確認したり、ICOI 資格証明書を適用したりするには、会議に参加する場合でも、ICOI
の公式 Web サイト（https://www.icoi.org/）にアクセスしてください。
　会費を支払うには：https://www.icoi.org/membership-renewal/
①姓、名、勤務先電話番号、E メールアドレス、iMIS ID（会員 ID）を入力してください。
② “Pay Now” をクリックし、指示に従って支払いを完了します。
③あなたのEメールボックスをチェックしてください、仮パスワードはあなたのEメールアドレスに送られます。
　ICOI から送信された電子メールが表示されない場合は、迷惑メールボックスを確認するか、しばらくお待
ちください。

◆ 2017年度の更新セミナーを受講され、認定証を希望し、手数料をご入金された方で、以下の方は
資格の有無が確認できておりません。心当たりの方は日本支部事務局までご連絡ください。

●平成29年12月19日　6,000円振込　ｲﾘﾖｳﾎｳｼ ﾝ゙ｼﾔﾀ ﾝ゙
● 平成29年12月21日　6,000円振込　ｲ)ﾐｽ ﾎ゙ｶｲ
● 平成29年12月25日　6,000円振込　ｲ)ｽｲｼﾖｳｶｲ
● 平成29年12月25日　6,000円振込　ｶﾅﾓﾘ ﾋﾄｼ

─2019 年度日本大会までにご連絡ください！─
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◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

ICOI日本大会が7月13日〜14日に開催されますが、本部との交渉の結果、昨年・一昨年に引き続き日本会員にとって非常にメ
リッ卜のある大会となりました。

1. 資格の復活・保持・更新について

過去にフェ口一、およびディプ口マを取得している方は、今回の日本大会、および更新セミナーに参加し、会員費を納入した
場合には無条件で資格継続ができる。（一度失効してしまった方でも、過去に取得経験があり、今回参加すれば問題無し。
今回参加ができない場合は、失効のままとなり、再取得が必要となります。）来年以降は、今まで通りのルール。

2. CEクレジットについて

今までの日本大会(各国でのローカル大会)は、2日間参加で14クレジット取得できました。今回の日本大会は、なんと過去3
年分のポイントも含め56ポイントが一挙獲得出来る特別大会となることを了承して頂きました。つまり、14クレジット×4年
分=56ポイントです。会員費を払い、今回の日本大会に全日程参加した方は56ポイントつきます。
来年からは従来通り14ポイントです。海外での世界大会でさえ42ですので、一挙獲得の大チャンスです。

以上の、好条現在件を頂きましたので、会員の皆さまは奮ってのご参加をお願い致します。

現在参加登録を開始しております !　登録はこちらから http://www.icoi-japan.info

失効資格の
救済制度

今年も更新単位 救済措置 継続決定
今年が本当に最後のチャンス !
このチャンスを逃さず、ポイント獲得 & 資格復活の手続きをしましょう !

早期割引は6/26まで
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