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当学会はヨーロッパにて最大最古の歴

史を持つインプラント学会「DGZI」の日

本支部を併設しております。DGZIはドイツを本拠地として

本国に4,000名、全世界に12,000名以上の会員を有し、ドイ

ツ本部で取得出来る「Oral Implantology Specialist」と
「Expert Implantology」の認定は、インプラント専門医と
して、大きな信頼と社会的な評価を受けられる大変名誉な

称号です。近年、インプラントによる歯科治療を希望する患

者は増加し、それに伴いインプラントを学ぶ歯科医師も増

えてきております。我々臨床医はインプラントを受ける側で

ある患者の利益と安全を常に考えなければなりません。国

際口腔インプラント学会はこの事を念頭に、学会員の知識

の向上に貢献出来るような場を提供し、歯科医療の発展に

大きく寄与する事も目標としております。
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・歯科医師資格取得者
・教育講演を４回受講
・Clinical Oral Implantlogyの資格取得者
・インプラント症例（術前、術後、上部装着後３年の
　パントモ写真を５０症例）そのうち１０症例の
　術後口腔内写真を提出出来る事

Authority of Implantology

・歯科医師資格取得者
・教育講演を受講
・インプラント症例（術前、術後、上部装着後３年の
　パントモ写真を２０症例）を提出出来る事

Clinical Oral Implantology

for Dr.

認定歯科衛生士
・歯科衛生士の資格取得者である事
・教育講演を受講
・インプラントコーディネーターである事
・インプラント実務経験が３年以上である事
・メンテナンス５症例を提出できる事

インプラントコーディネーター
・歯科衛生士の資格取得者である事
・教育講演を受講
・インプラント実務経験が２年以上である事

for DH

・歯科技工士の資格取得者である事
・教育講演を受講
・インプラント技工に３年以上携わっている事
・インプラント上部構造物20症例の提出ができる事。

認定歯科技工士
for DT

認定試験同時開催
下記規定に該当する学会会員は、認定試験に合格する事で認定証が発行されます。

11/16 認定ポイントについて

10pt
5pt

認定医・指導医資格の更新にあた
っては、認定期間の5年以内に40ポ
イントが必要となります。学会主催
の学術大会・セミナーに参加し、教
育講演を受講することでポイント
が取得出来ます。

(ハンズオン両方10pt)

講 演 会 受 講

ハンズオン1回

…
…

ご入会方法

kokusai-implant.jp

国際口腔インプラント学会への
ご入会方法についてはホームページ
にて詳しくご案内しております。

ＩＳＯＩ 検索

認定試験お申込みは

ホームページでご案内しております。

ソラシティ
カンファレンスセンター

御茶ノ水

JAPAN section

一般社団法人 国際口腔インプラント学会
ドイツ口腔インプラント学会 日本支部
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Prof.Dr. Heiner Weber

インプラント治療を受ける際に
生じる患者ストレスを
最小限にするには Minimizing the impact

of an implant restorative
treatment for our patients.

11/17 9:30-10:30

Prof.Dr. Martina Vollmer

ＳＡＣ分類
―― 単純ケースから複雑な臨床ケース ――

The SAC Classification From
simplicity to complicated implant cases.

11/17 13:30-14:00

Dr. 糸瀬 正通

インプラント治療
―― 今までの整理と将来の展望について ――

11/17 10:40-12:10

Dr. 林 揚春

超高齢化社会における
インプラント治療

11/17 14:30-16:00

Dr. 水口 稔之

新しい手術法により、明るい
未来をもたらすインプラント治療

11/17 16:00-17:30

DT. 宮下 大介

DT. 坂本 メアリ

for
DT

明るい未来を見据えた将来の展望とその取り組み
―― Wondeful Job “ Dental Technologist 歯科技工士 " ――

プロビジョナルレストレーションの再考
―― より良い上部構造をめざして ――

11/17 10:50-12:20

11/17 13:30-15:00

DH. 阿部田 暁子

塚﨑 洋子

DH. 佐々木 妙子

いま、振り返ろう。明るいインプラント治療へ・・
私たち歯科衛生士に求められていること

患者様へおもてなしの心を伝える
ANAビジネスソリューション

for
DH

もう一度見直そう、スケーリングテクニック
―― 人間工学、力学、解剖学を考慮した視点から ――

11/17 10:50-12:20

11/17 13:30-15:30

11/17 10:50-12:20

下顎神経移動術の手法

インプラント治療における
中空タイプオステオトームの
使い方

Prof.Dr. Mazen Tamimi

Prof.Dr. Rainer Valentin
Prof.Dr. Rolf Vollmer
Prof.Dr. Martina Vollmer

―― そのテクニックと実際的なトレーニング ――
Nerv transpositioning procedures in the mandible.
An introduction in the technique and practical training.

Applications of Hollow Osteotomes
in dental implantology

日本では数少ない、もしくはほとんど開催されないセミナーです。この機会に是非ご受講ください。

ハンズオンセミナー 会員限定

11/16 10:00-12:30

11/16 13:30-15:30

フィリップスソニックケアー

ランチョンセミナー

株式会社 フィリップス

株式会社 ブレーンベース

株式会社 OSSTEM JAPAN
Advance clinical cases of OSSTEM IMPLANT SYSTEM
講師 Dr. 鳥羽 修平

ArrowBone-β（βーTCP骨造成材）を用いた様々な症例とその適応

歯科用ＣＡＤ/ＣＡＭシステム
シロナデンタルシステムズ 株式会社

11/16 14:30-

11/17 12:40-13:20

11/16 14:30-

Authority of Implantology
Clinical Oral Implantology

認定歯科衛生士 ／ インプラントコーディネーター

認定歯科技工士

認定試験
認定試験の申込み方法は別途ホームページ上でご案内しております。

11/16 16:00-for Dr.

for DH

for DT

(認定医)
(指導医)

11/1711/16

11/16

ご住所

所属機関名

フリガナ

お名前

ＴＥＬ ＦＡＸ（　　　　　　　） （　　　　　　　）

事前参加お申込み書

03-6304-037024時間
受付

ＦＡＸ

歯科医師　　 ＤＨ／歯科スタッフ　　 技工士　　 学　生

会　員

非会員

国際口腔インプラント学会（ＩＳＯＩ）事務局お問合わせ

歯 科 医 師

ＤＨ/　　　

技 工 士

学 生

懇 親 会

円

円

円

16,000
6,000
6,000

円

円

円

円

19,000
8,000
8,000
3,000

ISOI会員 非 会 員

円50,000 円80,000
会員限定
ハンズオン
セミナー

お申込み項目に　  し、合計金額をお振込み頂き、「払込票受領票」を添付しファックスでお申し込み下さい。

みずほ銀行　赤羽支店　普通　２１３１０４５
一般社団法人 国際口腔インプラント学会

10月18日締切

※昼食費含む。※お振り込み控えを領収証とさせていただきます。※振込手数料はご負担願います。
※内容が変更となる場合がございます。予めご了承願います。 お振込先

株式会社 アドスリー内 〒164-0003 東京都中野区東中野4-27-37
TEL:03-6304-0047

当日申込

円

円

円

5,000
1,000
1,000

＋

＋

＋

6,000円

① ② 両方円50,000

※当日申込み不可
※17日 18:30～

〒

歯 科
スタッフ

国際口腔インプラント学会一般社団法人

明るい未来をもたらすインプラント治療
2013学術大会
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