
ハイライフデンチャーアカデミーとは、学校卒業後の歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士を対象に、
高度な義歯補綴の知識技能習得を支援する教育機関です。

現在の大学教育では有床義歯の実践的な講義の時間数や臨床実
習の症例数が徐々に減少しています。
そのため、特に若手歯科医師は、有床義歯臨床を難しい分野と
捉えがちで、卒業後すぐに担当するであろう、部分床義歯臨床
を成功させるのは非常に困難なことだと考えられます。そこで、
本コースでは、有床義歯全般に必要な基本的な知識を再学習する
ところからスタートします。そして、部分床義歯の設計を行うため
の方策を学び、適切な技工指示が行えるようなトレーニングを
実施します。
各臨床ステップについての達成目標やその術式が何のために
どの程度行わなければならないかという理解を通して、臨床の
本質をしっかりと学んでいただきます。

松田 謙一 先生

HILIFE DENTURE ACADEMY 学術統括責任者
Matsuda Denture Education Service 主宰
大阪大学大学院歯学研究科　臨床准教授
日本補綴歯科医学会 代議員・専門医・指導医
Ivoclar Vivadent BPS インストラクター

講師

開催

全 4回 8日間（土・日×4回） －定員各20名－
時間 土曜15：00～19：00／日曜9：30～16：00

受講費用 40万円 ( 税別 ) ※分割払い対応可能（2回）

有床義歯の基礎理論から臨床基本手技までを学ぶ

ReAF Denture Course

ReAF Denture Course

ReAF

有床義歯全般に必要な基礎的知識から、部分床義歯の具体的な設計や各臨床ステップまでをゼロから学ぶ

～部分床義歯ベーシッククラス概要～

・治療計画立案の手順とゴール設定

・概形印象を成功させるためのコツ

・個人トレーの必要性と要件

・部分床義歯の設計方法

・前処置の重要性とテクニック

・レストシート、ガイドプレーンの形成方法

・最終印象テクニックと注意点

・咬合採得を成功させるために必要な知識

・患者指導の重要性や客観的機能評価方法

・装着後に起こりうる変化と対応

【全4回8日間】 2020年11月14日（土）～2021年3月14日（日）／東京・大阪  開催

部分床義歯臨床に必要な基本的な知識を再学習部分床義歯臨床に必要な基本的な知識を再学習

歯科医師向け 少人数制 日常臨床で役立つ

東京クラス 大阪クラス

オンライン受講可

「部分床義歯ベーシッククラス」
参加募集

「部分床義歯ベーシッククラス」
参加募集

お問合せ先：一般社団法人ハイライフグループ　ハイライフデンチャーアカデミー事務局
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2丁目 6-20 パシフィックマークス西梅田 2F（ハイライフ大阪梅田歯科医院内）
TEL：06-6940-6848 Mail：info@dentureacademy.org

https://dentureacademy.org /
代理店使用欄

Email

氏　名

参加開催地

医院又は学校名

電　話

住　所

■クラス参加申込書 本申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてご送付ください。

1.FAX・WEBサイトよりお申込

送信先 FAX番号：06-6940-6847

2. 事務局よりご案内メール送信 3. 受講費お支払い 4. 受領 / 受講のご案内

Webサイトからもお申込み可能です

ハイライフデンチャーアカデミーFacebookページ最新情報公開中
https://www.facebook.com/dentureacademy/

カリキュラム

第1回 有床義歯臨床の特徴／欠損パターンと分類／治療計画のためのヒント／概形印象テクニック／
簡易咬合採得テクニック／個人トレーの必要性と要件／現義歯を読み解く

『 部分床義歯臨床概論～概形印象 』

第 2 回 部分床義歯の設計方法／義歯の構成要素（大連結子、維持装置等）／
前処置の重要性とテクニック／被圧偏位量の差と選択的加圧／最終印象テクニック

『 設計の基本理論～最終印象 』

第 3 回 咬合高径の考え方／顎位と水平的顎間関係／咬合床の必要性／効率的な咬合採得方法／
試適の重要性とポイント／部分床義歯の咬合様式／オルタードキャストテクニック

『 咬合採得～試適 』

第 4 回 装着時のポイント／義歯における咬合接触（場所、強さ）／装着後に起こりうる変化／
リコールの重要性とポイント／義歯の必要性、SDA ／機能評価

『 装着～リコール 』

東京　　／　　大阪　　　　※参加を希望する開催地を丸で囲んでください。

会場

東京駅近郊を予定

坂
大

京
東

2020年コース日程

ハイライフデンチャーアカデミーセミナールーム
住所：大阪府大阪市北区梅田2丁目6－20 パシフィックマークス西梅田2F
アクセス：大阪環状線『福島』駅から徒歩3分

第1回  11月14日（土）／15日（日）      第3回  1月16日（土） ／17日（日）

第2回  12月  5日（土）  ／ 6日（日）      第4回  2月13日（土）／14日（日）

第1回  11月28日（土）／29日（日）     第3回  2月20日（土） ／21日（日）

第2回   1月 30日（土） ／ 31日（日）     第4回  3月13日（土）／14日（日）

※最小催行人数に満たない場合等、事情によりセミナーの開催が中止または延期になる場合がございます。
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