
※JACIDでは、会務運営のデジタル化推進のため認定講習会受講者は、e-mail（携帯不可）
による連絡ができる方に限らせていただきます。
※受講料の振込確認を以て申込手続き完了とさせていただきます。
※受講料のお支払いは分割でも可能ですのでご希望の方はお申し出ください。
※会員のスポット受講に関してはHP内お問い合わせよりご連絡ください。
※新型コロナウィルス感染症拡大の状況により講義がWEB講義に変更または日程の変更
となる可能性がありますので予めご了承ください。

JACID ジャシド（JACID）は公益社団法人 日本口腔インプラント学会（JSOI）の
指定研修施設（臨床系）です

2022年度
日本口腔インプラント学会認定講習会

専修医・専門医取得研修

JACID施設長 日程・会場（予定）

招聘予定講師

参加申込・お問合せ

JACID 事務局

■堀 内 克 啓 大阪大学歯学部 臨床教授
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阿部  伸一
石川  知弘
上田  秀朗
岡田  武久
岡田  康男
奥野  幾久
神 保    良
砂田  勝久
十河  基文
髙岡  一樹
瀧野  裕行
玉置  幸道
千葉  豊和
寺本  昌司
古川  尊寛
牧野  路生
村井  健二
山﨑  長郎
山下  恒彦
吉 村    薫

東京歯科大学 解剖学講座 教授
5-D Japan ファウンダー
日本口腔インプラント学会 代議員・専門医・指導医
ジャシド理事 日本口腔インプラント学会専修医
日本歯科大学 新潟歯学部 病理学講座 主任教授
日本口腔インプラント学会 専門医　5-D Japan デンチャーコース 講師
ITIフェロー　AO（Abstract committee member）
日本歯科大学生命科歯学部歯科麻酔学 教授
大阪大学大学院歯学研究科 ID 戦略室教授　株式会社アイキャット 代表取締役
兵庫医科大学病院 歯科口腔外科准教授・日本口腔インプラント学会専門医・指導医
朝日大学歯学部歯周病学講座客員教授　JIADS 理事長
朝日大学 歯学部 口腔機能修復学講座 歯科理工学 教授
北海道SJCD 顧問
ジャシド理事 OJ 常任理事
ジャシド常務理事　日本口腔インプラント学会 専門医
ジャシド専務理事　日本歯科大学 臨床講師 非常勤講師
ジャシド副会長　日本口腔インプラント学会 代議員・専門医・指導医
日本臨床歯科学会 会長
日本口腔インプラント学会（専門歯科技工士）　日本歯科技工士会 認定講師
弁護士 第二東京弁護士会所属

（敬称略、50音順）

※会場は変更となる場合があります

は堀内施設長によるライブオペを予定
会場：牧野歯科医院（静岡県磐田市）

（入会金20,000円、年会費30,000円を含みます）

※ご都合により受講できない講義が出た場合、相当する講義を
　翌年無料で受講いただけます。（2年以降は別途費用がかかります）

〒676-0022
兵庫県高砂市高砂町浜田町2-7-13（岩本歯科内）

円

HPもしくはFAXでお申込ください。

FAX

H P

受講料

Mail

http://www.jacid.jp/

implant@jacid.info

079-221-7226

720,000

「2022年度認定講習会 申込」より

4月 2日1 土 4月 3日 新大阪丸ビル別館日

5月14日2 土 5月15日 新大阪丸ビル別館日

6月11日3 土 6月12日 淀屋橋KAKENビル日

7月 2日4 土 7月 3日 浜松市・磐田市日

8月 6日5 土 8月 7日
8/6 新大阪丸ビル別館
8/7 梅田スカイビル日

9月 3日6 土 9月 4日 新大阪丸ビル別館日

10月29日7 土 10月30日 新大阪丸ビル別館日

7月 3日（日）

（フリガナ）

お名前

ご連絡先住所 〒　　　―

TEL

携帯電話 e-mail

FAX

（フリガナ）

勤務先

FAX  079-221-7226



JSOIに提出するための口腔内写真・パノラマX線の撮影 古川　尊寛先生

ケースプレゼンテーション試験のルールと必要事項 岡田　武久先生

16：00～18：00 インプラント訴訟（自己防衛とその対策） 吉村　薫先生

9:00～12:30 口腔インプラント　知っておきたい解剖 阿部　伸一 東歯教授

13：30～15：10 インプラントと理工学（仮） 玉置　幸道先生

15：20～17：00 インプラントの臨床と病理・病態（仮） 岡田　康男先生

10:00～13:30 インプラント放射線学　ＣＴ画像診断 十河　基文先生

14:30～18:00  術前診察・検査と術中管理のポイント 砂田　勝久　日歯教授

　9:00～12:30 術中管理実習（麻酔、モニタリング、呼吸と循環の管理、緊急時の対応） 　　　　  砂田　勝久　日歯教授

13:30～17:00   術中管理実習（静脈内鎮静法） 砂田　勝久　日歯教授

10:00～13:30 インプラント手術の準備及び手順（骨粗鬆症治療薬とインプラント治療） 髙岡　一樹先生 兵庫医大口腔外科

14:30～18:00  インプラント治療の診査・診断・治療計画と実習 寺本　昌司先生

9:00～12:30 　Graftlessのインプラント埋入を想定した基本知識と手技 堀内　克啓先生

13:30 ～17:00 骨造成の基本知識と豚顎骨を使用した実習（減張切開、剥離、縫合、GBR) 堀内　克啓先生

10:00～18：00
上顎臼歯部のインプラント治療、サイナスリフトの模型実習、

pterygomaxillary implant埋入模型実習
堀内　克啓先生

10:00～13:30 インプラント、技工とその考え方 山下　恒彦先生

14:30～18:00  インプラントとデジタルデンティストリー（IOSによる実習） 千葉　豊和先生

10:00～13:30 歯科インプラント治療の審美的合併症について（仮） 瀧野　裕行先生

14:30～18:00  インプラントにおける審美的補綴 山崎　長郎先生

10:00～13：30 サージカルガイド埋入　実習 牧野　路生先生

13:30～17:00 インプラント周囲炎とオステオインテグレーションの関係 神保　良先生

9:00～12:30 インプラントソフトティッシュマネージメント 石川　知弘先生

13:30～17:00 インプラントオーバーデンチャー成功のポイント 奥野　幾久先生

10:00～13:30 インプラント治療の咬合 上田　秀朗先生

14:30～18:00 専門医への道　口腔インプラント治療指針2020 より 村井　健二先生

9:00～12:15 受講生ケースプレゼンテーション発表 村井　健二先生

13:00～16:15 インプラントレスキューその考え方と実践・トラブルシューティングの実際 寺本　昌司先生

16：30～17：00 修了証授与　閉会の挨拶 施設・会長：堀内克啓先生

　

Ver.15.0

【９日目】

8月6日（土）

【８日目】

7月3日（日）

【７日目】

7月2日（土）

【５日目】

6月11日（土）

【３日目】

5月14日（土）

【６日目】

6月12日（日）

【４日目】

5月15日（日）

【１４日目】

10月30日（日）

【１３日目】

10月29日（土）

【１２日目】

9月4日（日）

【１１日目】

9月3日（土）

【１０日目】

8月7日（日）

　　　　　　　　　2022年度 ジャシドJSOI認定講習会　カリキュラム

場所：ブリーゼプラザ　805

場所：新大阪丸ビル別館　5-1

場所：新大阪丸ビル別館　5-1

10:00～12：30

13：30～15：50

インプラントを成功させる重要なポイントとは何か（100時間コースの目的） 施設・会長：堀内克啓先生
【１日目】

4月2日（土）

【２日目】

4月3日（日）

場所：新大阪丸ビル別館　５−１

場所：新大阪丸ビル別館　５−１

場所：新大阪丸ビル別館　5-1

場所：淀屋橋KAKENビル　6階

場所：新大阪丸ビル別館　５−１

場所：淀屋橋KAKENビル　6階

場所：静岡県浜松市　アクトシティ浜松　研修交流センター

場所：静岡県磐田市　牧野歯科医院（朝８時に浜松遠鉄百貨店南に集合し、貸切バスで移動）

場所：梅田スカイビル　タワーウエスト36階　スペース36R

場所：ブリーゼプラザ　805

場所：新大阪丸ビル別館　５−１

堀内 克啓先生手術の実際　（LIVE SURGERY)9:00～17:00


