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2016 OSSTEM 長期 Implant Seminar in Osaka

（全10回）

Osstem Seminar Information

2回目・外科 Course
Director (radiology画像診断)

朝鮮大学校 歯科大学卒業
朝鮮大学校 歯科大学院卒業（歯学博士）
朝鮮大学校歯科大学 外来教授
翰林 (Hanrim)大学校医療院 歯科外来教授
AICコースディレクター
パク・ソンテック歯科院長

パク　　　ソンテク

Dr.Park Sung-Taek
朴　成  澤  先生

〒144-0051  東京都大田区西蒲田5-27-14 日研アラインビル4F　
TEL : 03-5714-5955　FAX : 03-5714-5956

主催　株式会社 OSSTEM JAPAN ※プログラムは予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※お申し込み書は、裏面をご参考ください。定員になり次第、締め切りとなりますので、予めご了承ください。
※お申し込みの受講票ならびに受講料（振込）の案内は、FAXまたは郵送にてご連絡致します。
※お申込者数がセミナー定員に満たない場合、開催中止とさせていただきますので、予めご了承ください。

■■    レベル ： 初級～中級

■■    参加費（税込み）
A. 新規のお客様
① 50万円パッケージ
 ：全１０回分の受講料
  + 50万円分の製品提供
* 製品は定価適用/Osstem 製品のみ
* 早期申込の場合製品10万円分追加提供（~1.20）

②  40万円 ： 全10回分の受講料

B. 既存のお客様
① 40万円 ： 全１０回分の受講料 
+ 「TS SA Fixture」５本提供

※全10回分の実習費、教材、昼食込み。 
※ライブオペの際、使用される材料費は
    含まれておりません。

■■    定員 ：20名　*先着順での受付となります。

■■    会場 ： OSSTEM AIC 研修センター
〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場
1-12-3船場グランドビル10Ｆ
※ライブオペ会場は後日お知らせします。

■■    外科コース6回＆補綴コース4回

大阪
Basic Course

OSAKA

Course Director 

呉　永 鶴
延世 (Yonsei) 大学歯学大学卒業
延世 (Yonsei) 大学歯学大学院卒業（歯医学博士）
Good Dental Clinic Network 教育委員
現）檀國 (Dankook) 大学歯科大学外来教授
延世 (Yonsei) 大学歯科大学外来教授
現 ) ソウル松坡 オール (ALL) 歯科院長

延世 (Yonsei) 大学歯学大学卒業
延世 (Yonsei) 大学歯学大学院卒業（歯医学博士）
Good Dental Clinic Network 教育委員
現）檀國 (Dankook) 大学歯科大学外来教授
延世 (Yonsei) 大学歯科大学外来教授
現 ) ソウル松坡 オール (ALL) 歯科院長

オ　　　　ヨンハク

Dr.Oh Young-Hak

1～6回・外科 Course

インプラント施術ができるまで無料再聴講 *可能！
インプラント施術ができるようになる！

早期申込者限定
、特典あり

！

* 無料再聴講について、同長期コースの受講歴がある方が対象となり、実習を希望される場合には別途費用がかかります。

5. 21(土)│15:00~20:00

5. 22(日)│10:00~18:00

6.  5 (日)│09:00~18:00

6.  4 (土)│15:00~21:00

2. 20(土)│15:00~20:00

2. 21(日)│10:00~18:00

Introduction & Surgical instruments, 
KIT, drilling technique

3. 19(土)│15:00~20:00
インプラント埋入のための基礎解剖学&放射線学
・医学的考察
・インプラント治療の為の放射線医学

3. 20(日)│10:00~18:00

4.   9(土)│15:00~20:00

4. 10(日)│10:00~18:00

切開及び縫合テクニック
・基本的な手術原理
・Surgical procedure 手術過程（プロシージャ）
・Flap design　
・Incision , drilling & suture technique
・Healing process 治癒過程

ディレクターの指導による受講生自らのライブオペ
・Discussion  討論（ディスカッション）
・Charting 分析

インプラント施術の多様なテクニックとその原理
・ライブオペ症例発表

インプラント治療の全て

・Introduction 
・歯科インプラントの原理(理論)
・インプラントの分類
・Implant instrument & installation(道具)

・診断及び治療計画
・Bone Quantity & Quality 骨質と骨量
・Surgical Anatomy 手術解剖学
・Implant instrument & installation 

■ Special Lecture  (Dr. Park Sung-Taek)
・パノラマ映像の採得及び判読方法
・パノラマＸ線写真のトレーシング実習
・パノラマとCT映像から観察される
　解剖学的構造物 (下顎骨/上顎骨）

ソウル大学校歯科大学 卒業 
ソウル大学校歯科大学病院 補綴科修練  
ソウル大学校補綴学碩士及び博士課程修了
ソウル大学校歯医学大学院外来教授 
大韓審美歯科学会 副会長
現）ソウル ACE 歯科院長
著書）Implant RePackage
(A Textbook of Implant Prosthodontics)

ソウル大学校歯科大学 卒業 
ソウル大学校歯科大学病院 補綴科修練  
ソウル大学校補綴学碩士及び博士課程修了
ソウル大学校歯医学大学院外来教授 
大韓審美歯科学会 副会長
現）ソウル ACE 歯科院長
著書）Implant RePackage
(A Textbook of Implant Prosthodontics)

Course Director 

朴　輝 雄
パク　　　  フィウン

Dr.Park Hwee-woong

7～10回・補綴 Course

・精度の高いインプラント印象法
・イントロダクション 
・補綴主導型の治療計画 
・臼歯部少数歯欠損症例の印象採得 
・多数歯欠損症例の印象採得 

・審美部位でのインプラント補綴
・前歯部審美部位での印象採得 
・ﾌﾟﾛﾋﾞｼﾞｮﾅﾙｽﾄﾚｰｼｮﾝの調整と
・Soft Tissue Management
・無歯顎の治療法（Implant ｵｰﾊﾞｰﾃﾞﾝﾁｬｰ,
 　Implant ﾌﾞﾘｯｼﾞ, All-on-4など） 

・インプラントの咬合と咬合採得
・欠損歯列の診断と治療計画 
・少数歯欠損症例の咬合採得 
・多数歯欠損症例の咬合採得 

・欠損歯列の診査診断と治療計画
・咬合調整法 
・顎位の診断（中心位 / ｺﾞｼｯｸｱｰﾁ / ﾌｪｲｽﾎﾞｳ） 
・Shortened Dental Archの考え方
・インプラントの必要本数 

上半期

吉竹　弘行

大阪歯科大学細菌学教室入局
吉竹歯科医院
AAE 会員
日本歯内療法学会常任理事
大阪 SJCD 所属

ヨシタケ　　　  ヒロユキ

Dr.Yoshitake Hiroyuki 梁　俊 信

国立広島大学卒
医療法人クレモト歯科
医療法人双岡病院
大塚美容形成外科
品川美容形成外科
りょう歯科医院 院長
医療法人社団 有心会 非常勤として勤務
医療法人社団 有心会 診療部長 就任

リョウ　　          トシノブ

Dr.Ryo Toshinobu

前田 潤一郎

大阪歯科大学卒
今出川前田歯科医院 院長
大阪歯科大学 非常勤講師
日本臨床歯周病学会 認定医
OJ 正会員 / ITI ｽﾀｰﾃﾞｨｸﾗﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
MGSC 代表 / JIADS 会員
SJCD 会員日本口腔ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ学会会員

マエダ　　ジュンイチロウ

Dr.Maeda Junichiro

通訳・Adviser 

松本歯科大学卒
東京  吉祥寺セントラルクリニック
大阪  ブリエデンタルクリニック
日本顎咬合学会認定医
FIDI  Implant Advance Course
CGF・AFG Course 「Corefront」 Instructor
OJ 正会員
大阪 SJCD  会員

ホン　　ソンムン

Dr. Hong Sung-Moon
徳山 (洪)  性文　先生

Adviser 
Adviser 

Adviser 



<受講料選択 >

お名前　 ( 英語名                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

新規 User の場合　□ 50 万円（10 回分受講料 +50 万円分製品提供）、　 □ 40 万円（10 回分受講料のみ）
既存 User の場合 　□ 40 万円（10 回分受講料 + ご希望の TS SA Fixture 5 本提供）

【コース選択】     ① 2016 Implant Training Course → 地域を選択    □ 東京、    □ 大阪（上半期・下半期）、    □ 名古屋、    □ 静岡、    □ 福岡

※プログラムは都合により変更する場合がございますので、予めご了承ください。また、各コースの詳細及びお知らせは改めてご案内致します。

※お申し込みの受講票ならびに受講料（振込）のご案内は、FAXまたは郵便にてご連絡致します（お申し込み後、２週間以内）。

職　業 □ 歯科医師（大学勤務）　 □ 歯科医師（開業医）　 □ 歯科医師（勤務医）　 □ 歯科衛生士　 □ 歯科技工士　 □ その他

勤務先

1. 先生のインプラント経歴及び使用メーカーをおしえてください。
□　使用してない
□　使用している（①、②へ）
　   ①メーカー名：　　　　　　　　社（Type : 　　　　　　　　　　　　）　
　   ②インプラント経歴：約　　　　　年（埋入本数：約　　　　　本）

2. 今回のセミナーにお申込みいただいたきっかけは何ですか？
□　雑誌の広告やチラシ、コマーシャル等を見て
□　知人からの紹介（名前：　　　　　　　　　　　　　　　）
□　営業社員（名前：　　　　　　　　　　）
□　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3.インプラント施術時、症例において難しく感じていた点やケースが
あれば教えて下さい。

4. セミナーのカリキュラムはいかがですか？(* おもて面の内容参照 )
□ とても難しい      □ 難しい　   □ 普通　   □ 満足　   □ とても満足

5. また、セミナーに関してコースディレクターに望むことやご意見等が
ありましたら、自由にご記入ください。

ご住所　　〒

電話番号        　　　　     ー     　　　 　      ー

携帯番号        　　　　     ー     　　　 　      ー

FAX 番号        　　　　     ー     　　　 　      ー

E-mail                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

【参加お申し込み書及び事前調査】 * 申込日　                　　　 年　　　     　月　　   　　日

http://jp.osstem.com

② 2016 Sinus Lift Master Course（dr.Cho / 全 4 回） →   地域を選択  □ 東京（1-2 月）、    □ 大阪（7-8 月）

株式会社 OSSTEM JAPAN  【大阪支店】
〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場1-12-3船場グランドビル10Ｆ
TEL. 06（6282）7810　　FAX. 06（6282）7809 FAX : ０６（６２８２）７８０９

全10回 長期 Implant Course
東京 ・外科（6回）： Kim,Yong-Jin 先生　日程： 3/12-13、 4/23-24、 5/28-29

・補綴（4回）： Kim, Ki-Seong 先生　日程： 6/25-26、 7/23-24

福岡 ・外科（6回）： 嶋田 淳 先生　日程：2/27-28、  3/12-13、 3/26-27
・補綴（4回）： Kim, Ki-Seong 先生　日程：4/23-24、 5/21-22

【Adviser】Dr. Hong,Sung-Moon(*通訳 )、Dr. Ito Satoshi (3回コース講演 )、Dr. Hayashi Takehiro / Dr. Kawai Takeshi

大阪
・外科（6回）： Oh,Young-Hak 先生　日程： 2/20-21、 3/19-20、 4/9-10
・補綴（4回）： Park, Hwee-Woong 先生　日程： 5/21-22、 6/4-5
・外科（6回）： Jeon, In-Seong 先生　日程： 9/17-18、 10/1-2、 10/29-30
・補綴（4回）： Kim, Se-Woung 先生　日程： 11/19-20、 12/3-4

【Adviser】Dr. Hong,Sung-Moon(*通訳 )、Dr. Maeda Junichiro / Dr. Hiroyuki Yoshitake / Dr. Ryo Toshinobu

名古屋 ・外科（6回）： 金山健夫 先生　日程： 2/6-2/7、 3/5-6、  4/16-17
・補綴（4回）： 金山健夫 先生　日程： 5/28-29、 7/9-10

【Adviser】Matsuoka Tsutomu / Dr. Aoki Naofumi

静岡 ・外科（6回）： Kim,Yong-Jin 先生　日程：3/19-20、 4/9-10、 5/14-15
・補綴（4回）： Park, Hwee-Woong 先生　日程：6/11-12、 7/2-3

【Adviser】Dr. Ito Satoshi (3回コース講演 )、Dr. Matsushita Hidenori / Dr. Torii Akimaro　* 通訳あり

【Adviser】Dr. Kanayama Takeo、Dr. Yamada Yoji　　* 補綴コース通訳あり

2016年

大阪

2016年
全4回 Sinus Lift Master Course

・Course Director : Dr. Cho,Yong-Seok 
・大阪（全4回コース）： 7/9（土）、7/10（日）、8/ 6（土）、8/ 7（日）

東京 ・Course Director : Dr. Cho,Yong-Seok 
・東京（全4回コース）： 1/30（土）、1/31（日）、2/27（土）、2/28（日）

Osstem Japan Course Director ご紹介

Director
Dr.Kim,Yong-Jin
(東京・静岡外科ｺｰｽ)

Director
Dr.Kim,Ki-Seong
(東京・福岡補綴ｺｰｽ)

Director
Dr.Cho,Yong-Seok
(東京・大阪 Sinusｺｰｽ)

Director
Dr.Park,Sung-Taek
( 大阪・radiology 画像診断 )

Director
Dr.Jeon,In-Seong
(大阪外科ｺｰｽ)

Director
Dr. Shimada Jun
(福岡外科ｺｰｽ)

Director
Dr.Kim,Se-Woung
(大阪補綴ｺｰｽ)

Director
Dr.Oh,Young-Hak
(大阪外科ｺｰｽ)

Director
Dr.Park,Hwee-Woong
(大阪・静岡補綴ｺｰｽ)

Director
Dr. Kanayama Takeo
(名古屋外科ｺｰｽ・補綴ｺｰｽ)


