
待望の第２期生 募集開始！

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。

 「ハイライフ・スカラシップ（奨学金）プログラム」 「ハイライフ・スカラシップ（奨学金）プログラム」
 若手ドクター育成支援 若手ドクター育成支援

松丸 悠一 先生

第7回担当

松田 謙一 先生

日本大学松戸歯学部 兼任講師

有床義歯学会 指導医

フリーランス総義歯治療専門医

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　臨床講師

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

本クラス８つの特徴
・1人の患者さんの概形印象～義歯装着、調整までをライブで観れる

・義歯の原理を理解するための模型を用いた実習の実施

・義歯臨床以外にも必ず役に立つ基本的知識を習得可能

・方法論ではなく、なぜそうするかを理解することで応用力が向上

・少人数制で、各受講生に合わせたきめ細やかな指導を実施

・基本から丁寧に解説、卒後間もない若手歯科医師でも分かりやすい

・すでに義歯を学ばれている方でも、再度重要な事項を見直せる

・過去～現在まで、様々な手法について網羅的に詳しく解説

全部床の基礎講義～臨床理論講義～臨床手技講義～患者デモンストレーションを通じて、症例に応じた最適な手法を選択することが可能となり、高品質な

義歯を患者へ提供できる基礎体力を養う教育コース

全部床義歯ベーシッククラス詳細

受講料 50%給付！

全部床義歯の基礎理論から臨床基本手技までを学ぶ

ReAF Denture Course
全部床義歯ベーシッククラス

R
eA

F Denture Course

ReAF
大阪コース歯科医師向け 東京コース

対象
本気で義歯補綴を学びたいと考えている方

将来義歯補綴分野で活躍したいと考えている方
応募資格

対象講座受講初日において、

満35歳以下もしくは歯科医師免許取得から10年以下の歯科医師

給付奨学金 　　50% 給付（受講料の半分を一般社団法人ハイライフグループが負担します。返済義務はございません。）

募集人数 　　大阪コース：５名　東京コース：５名

申込方法 　　本チラシ裏面記入での FAX、またはWEB サイトよりお申込みください。後日事務局よりその後の手続きをご連絡いたします。

選抜方法 　　お申し込み後、書類審査・面接をして選抜いたします。

クラスの内容解説動画を公式Webサイトで公開中！
＼第 1期受講生の感想も収録／

＜第1期コース中の様子も動画配信中＞ https://dentureacademy.org/reaf/basic/見学会開催決定 !講義やクラスの雰囲気を直接体験できる 詳細は公式Web サイトをチェック！



カリキュラム

基礎講義 (Basic Knowledge, BK)：義歯臨床に必要な基礎知識を改めて学ぶ
臨床理論講義 (Clinical Theory, CT)：各臨床ステップの基本的理論と概念を学ぶ
臨床手技講義 (Clinical Application, CA)：各臨床ステップのテクニックを具体的に学ぶ

全 8回16日間３種類の講義と患者デモンストレーションで構成

第 1 回 BK: 全部床義歯学概論　CT: 現義歯診断 / 術前・術後機能評価 / 概形印象概論　CA: 術前検査法 / 簡易咬合採得 / 概形印象テクニック　Demo：概形印象、簡易咬合採得

第 2 回 BK: 義歯臨床に必要な解剖学　CT: 最終印象概論　CA: 様々な最終印象とそのテクニック　Demo: 最終印象、従来法および閉口印象法

第 3 回 BK: 義歯臨床に必要な組織・病理・老年歯科医学　CT: 顎間関係の決定法総説　CA: 咬合採得時に行うことの整理とそのテクニック　Demo: 咬合採得

第 4 回 BK: 義歯臨床に必要な生理学　CT: ゴシックアーチ、前歯排列試適の重要性　CA: ゴシックアーチテクニック、前歯排列試適のポイント　Demo: 前歯試適、再咬合採得

第 5 回 BK: 義歯臨床に必要な咬合学　CT: 臼歯排列位置、全部床義歯の咬合様式　CA: 蝋義歯試適時に行うことの整理とそのテクニック　Demo：蝋義歯試適

第 6 回 BK: 義歯臨床に必要な物理・力学　CT: 咬合調整のセオリー　CA: 装着テクニック/患者説明　Demo: 装着、咬合調整、フードテスト

第 7 回 CT: 治療用義歯の必要性とその応用　CT: 難症例への対応、臨床例　CA: 現義歯 orコピー義歯の修正テクニック　Demo: コピー義歯の修正、粘膜調整の方法

第 8 回 BK: 義歯臨床に必要な歯科理工学　CT: 口腔内・義歯に起こる変化　CA: リコール時のチェック方法 , リラインについて　Demo: 義歯調整、リコール時のチェック方法、調整法

第1回 4月11日（土）・12日（日）
第2回 5月16日（土）・17日（日）
第3回 6月6日（土）・7日 （日）
第4回 7月11日（土）・12日 （日）

第5回 8月22日（土）・23日（日）
第6回 9月12日（土）・13日（日）
第7回 10月10日（土）・11日（日）
第8回 11月7日（土）・8日（日）

< 東京 >　AP八重洲またはAP日本橋
第1回 4月4日（土）・5日（日）
第2回 4月25日（土）・26日（日）
第3回 5月23日（土）・24日 （日）
第4回 7月4日（土）・5日 （日）

第5回 7月25日（土）・26日（日）
第6回 8月29日（土）・30日（日）
第7回 9月26日（土）・27日（日）
第8回 10月24日（土）・25日（日）

< 大阪 >　

※欠席時は動画配信を実施予定。予定が合わない方は大阪、東京間の振替も可能（人数限定、予約制）2020年コース日程

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
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 /

■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

代理店使用欄

お申込みクラス スカラシップ
お申込み□ 大阪 □ 希望□ 東京

氏　名

医院又は学校名

住　所

電　話 Email

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

Facebookページ最新情報公開中
www.facebook.com/dentureacademy/

登録無料で義歯を学び交流する
オンラインサロン

www.facebook.com/groups/denture.edu/

受講費用

定員：東京・大阪各10名

120万円 ( 税別 )

ReAF Denture Course
全部床義歯ベーシッククラス 受講者の声

※日曜日昼食代、テキスト費用込み
※分割払い対応可能（2回・3回）

100%

受講者の満足度

満足

100%

質問のしやすさ

非常に良い

少人数制で
質問しやすい
少人数制で
質問しやすい

義歯の理論、知識が臨床的に腑に落ちまくります。

義歯や口腔内を診る視点や義歯製作での最終イメージを持ちやすくなった。

義歯に関する診療全てにおいて見直しをしています。
またその結果良い方向に向かっていると思います。

なんとなく出来たり、出来なかったりということが何故出来ていて、
何故出来ていないということが分かるようになった。

上下全部床義歯症例についての自分の指標が出来た。

ひとつひとつの資料が見やすく、復習しやすい。
ここまで丁寧なセミナーはあまりないと思うので是非違うコースも参加したいですし、後輩ドクターにも参加してほしい。

第1期 全部床義歯ベーシッククラス受講者アンケートより

https://dentureacademy.org/reaf/basic/
現受講生の感想を公開中

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


