
公益社団法人 日本口腔インプラント学会認定

2019年度青森インプラント研究会認定講習会

日本に於ける医療保険制度は我々歯科医師にとって多難な時期を迎えております。一方、多くの国民は良質な高度
のQOLを獲得できる、安心安全な口腔治療を希望しています。更に、より正しい精度の高い咬合咀嚼が健康に如何に
重要かを国民一人一人が認識する時代となりました。そしてそれには歯科インプラント治療が大切な役割を担うことも理
解されるようになりました。

科学の進歩は日進月歩で、その発展は途絶えることがありません。我々にとって毎日毎日の勉強が欠かせない時代は
今も続いています。

現在公益社団法人日本口腔インプラント学会ではインプラント専門医制度の他、専門歯科衛生士、専門歯科技工
士の制度も創り、3者共に勉強に励むことで、より良い歯科治療を目指しています。

青森インプラント研究会は、青森県、秋田県、岩手県の北東北3県で唯一の指定臨床研修施設です。どうぞ心新たに、
当研修施設に入会頂き共に研修し、専修医、専門医、指導医に挑戦しませんか。なお共に働く衛生士、技工士の
方々にもインプラント専門衛生士、インプラント専門技工士の資格取得をお奨め下さい。

公益社団法人 日本口腔インプラント学会指定研修施設
青森インプラント研究会 施設長 梅原 正年

【開催日程】 2019年4月20日～2019年12月8日

【会 場】 （弘前市） 弘前歯科医師会館、他

【受 講 料】 70万円（機材・材料代別）

【定 員】 15名 （定員になり次第受付を終了します）

【講 師】 （五十音順）

阿部伸一 東京歯科大学解剖学講座教授
飯島俊一 ＩＴデンタルクリニック・東京歯科大学臨床教授
井上 孝 東京歯科大学臨床検査病理学講座教授
梅原一浩 梅原歯科医院
梅原正年 梅原歯科医院
片山明彦 有楽町デンタルオフィス
加藤武彦 加藤歯科医院
金田 隆 日本大学松戸歯学部放射線学講座教授
木村博人 弘前医療福祉大学保健学部医療技術学科教授
栗林伸之 栗林歯科
小林 恒 弘前大学医学部歯科口腔外科学講座教授
小宮山彌太郎 ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター・東京歯科大学臨床教授
古谷野 潔 九州大学大学院歯学研究院 口腔機能修復学講座インプラント・義歯補綴学分野教授
近藤尚知 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座教授
佐々木憲明 ささき歯科医院
佐藤 亨 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座教授
佐藤暢也 港町歯科クリニック
澤瀬 隆 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔インプラント学分野教授
椎貝達夫 銀座T’sデンタルオフィス・東京歯科大学臨床教授
鷹木雪乃 鷹木歯科医院
高木幸人 高木歯科医院
武田孝之 武田歯科医院・東京歯科大学臨床教授
田中五郎 田中歯科医院
田中純一 平内歯科クリニック
中里滋樹 なかさと歯科医院
中島 康 なかじま歯科医院
中野正博 中野歯科クリニック
夏堀礼二 夏堀デンタルクリニック
二階堂雅彦 二階堂歯科医院・東京歯科大学臨床教授
西堀雅一 西堀歯科医院
藤関雅嗣 藤関歯科医院
三上雅通 三上法律事務所（弁護士）
宮崎 隆 昭和大学歯学部歯科理工学講座教授
矢島安朝 東京歯科大学口腔インプラント学講座教授
山崎尚之 やまざき歯科医院
鷲谷一晴 わしや歯科医院

【問い合わせ先・申込先；青森ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ研究会事務局】
〒036-8182 青森県弘前市土手町123 梅原歯科医院内 担当：梅原一浩・幸山未来
TEL & FAX  0172-32-7330

【振込先】
青森銀行 松原支店 普通 １１９２６７２
青森ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ研究会分科会 １００時間コース 会計 山崎尚之
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