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STRAUMANN®  デンタル インプラント システム

スイスの精密技術と優れた臨床研究をルーツとするStraumann® デンタル 
インプラント システムは、高い品質と信頼性で知られています。豊富な科
学的エビデンスで裏付けられた世界的なデンタル インプラント システムの
ひとつで、インプラント本体、およびクラウンなど修復物と連結する補綴コ
ンポーネントで構成されています。Straumann® デンタル インプラント シ
ステムには、対応する多様で精密なインスツルメントと取り扱いの容易な
コンポーネントがあります。すべてのコンポーネントは取り扱いやすく精密
であり、その高い品質により長期間の安定性と信頼性を実現します。 

デジタル デンティストリー

Straumannは、新しい技術をもつコンピュータ ガイデッド サージェリーと
cADcAMによる補綴物を世界中のさまざまな専門家、歯科医師や歯科技
工所に提供します。Straumannは、インプラント及び修復再生歯科業界に
おいてソリューションとサービスを提供するリーディングカンパニーです。
Straumann® cARES® cADcAMによる補綴物はミリングマシンで製作さ
れた高い適合精度と審美性をもつガラスセラミックスを含む幅広いマテリ
アルを取り扱っています。インプラントシステムと補綴ソリューションを補
完するため、Straumannは口腔内組織を再生する製品を製造しており、イ
ンプラント治療の手順や歯周病治療後の歯の保存のための治療をサポート
します。

研究、開発、教育

半世紀以上にわたって、Straumannは研究と革新的技術をその原動力とし
てきました。インプラント業界でのパイオニアとしての役割を担い、今日
ではこの業界において研究開発をリードする企業となりました。
Straumannは、教育分野でも重要な役割を担っており、70カ国以上の歯
科業界の専門家に最新のトレーニングを提供しています。世界中の主要な
クリニックや研究機関、大学における著名な歯科医師や研究者がつくる独
立した国際ネットワークであるInternational Team for lmplantology (lTl)と
密接に協力し、教育と研究に従事しています。
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Straumann® プロダクト トレーニング：歯科医師コース
コード 開催日 開催地 講　師 掲載

ページ

0921123 9月2日（日） 名古屋 中嶋　顕　先生 6

0921140 9月30日（日） 福岡 池田　正人　先生 6

1221127 12月2日（日） 大阪 大森　有樹　先生 6

Straumann® プロダクト トレーニング：歯科技工士コース
コード 開催日 開催地 講　師 掲載

ページ

0922113 9月2日（日） 東京 土屋　雅一　先生 7

Straumann® ボーンレベル インプラント 補綴フォローアップ
コード 開催日 開催地 講　師 掲載

ページ

0721243 7月15日（日） 熊本 松永　久　先生 8

1121227 11月25日（日） 大阪 米澤　大地　先生 8

1221213 12月9日（日） 東京 星野　元　先生 8

Program Summary
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Straumann® CARES® デジタル ソリューション セミナー
コード 開催日 開催地 講　師 掲載

ページ

0724113 7月15日（日） 東京 北條　正秋　先生
山下　恒彦　先生 9

1124113 11月25日（日） 東京 飯島　俊一　先生
土屋　雅一　先生 9

インプラント ベーシック：歯科衛生士コース
コード 開催日 開催地 講　師 掲載

ページ

0823101 8月19日（日） 札幌 柏井　伸子　先生 10

1223113 12月9日（日） 東京 柏井　伸子　先生 10

Program Summary

1月22日（日） 名古屋 中嶋　顕　先生 80121223

各コースに記載のコードは、以下のルールに基づいています。

コードについて

6～7桁目／JIS規格に基づいて開催地の都道府県を示します。
5桁目／一般的な受講ステップを示します。1が最も初期のステップで、
数が増すごとに難易度が上がります。
4桁目／受講対象を示します。 1：歯科医師向け
 2：歯科技工士向け
 3：歯科衛生士向け
 4：DR&DT向け
3桁目／コースの種類を示します。 1：ITIコース
 2：ストローマンコース
1～2桁目／開催月を示します。
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Straumann® プロダクト トレーニング
 ：歯科医師コース
　　　￤Straumann® デンタル インプラント 
　　　　　　　　　　　　　システムを理解する

レベル
初級

対　象
SDIS＊1の基礎を学びたい歯科医師

講　師（五十音順）
池田　正人　先生
大森　有樹　先生
中嶋　顕　先生

時　間
1日コース
　10:00～17:00

受講費
10,000円（実習材料費・昼食費・消費税込み）

定　員
20名

お問い合せ
ストローマン・ジャパン株式会社　研修会事務局
Tel. 7 0120-418-995

コース内容
　ITI＊2の研究をベースに開発されたSDISのコンセプトから、各種インプラントタイプ
の埋入術式、補綴コンポーネントの製品ラインを学習します。講師は実際にSDISを
臨床で使用されている歯科医師の方なので、実際の使用感を含め実践的な情報を
得ることができます。

◦SDISのコンセプト
　– ITIとStraumannの協力関係
　– システム コンセプト
◦SDISの埋入術式
　– インプラント ラインアップとその用途
　– 埋入ポジションの決定
　– サージカル カセット（ドリルキット）
　– ドリリング手順
　– 埋入手順
◦インプラントの埋入体験実習
　– 模型へのインプラント埋入体験
◦SDIS/TL＊3 インプラント補綴コンポーネント ラインナップ
　– 印象システム
　– セメント リテイン
　– スクリュー リテイン
◦SDIS/BL＊4 インプラント補綴コンポーネント ラインナップ
　– 印象システム
　– セメント リテイン
　– スクリュー リテイン

〔プログラムは、予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。〕

コード 日　　　程 開催地 講　　　師

0921123 9月2日（日） 名古屋 中嶋　顕　先生

0921140 9月30日（日） 福岡 池田　正人　先生

1221127 12月2日（日） 大阪 大森　有樹　先生

＊１SDIS ＝ Straumann® デンタル インプラント システム
＊2ITI ＝ International Team for Implantology
＊3TL ＝ ティッシュレベル
＊4BL ＝ ボーンレベル

実習あり
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Straumann® プロダクト トレーニング
 ：歯科技工士コース
　　　￤Straumann® デンタル インプラント 
　　　　　　　　　　　　　システムを理解する

レベル
初級

対　象
SDIS＊1を初めて使用する歯科技工士

講　師（五十音順）
土屋　雅一　先生

時　間
10:00～17:00

受講費
5,000円（昼食費・消費税込み）

定　員
20名

お問い合せ
ストローマン・ジャパン株式会社　研修会事務局
Tel. 7 0120-418-995

コース内容
　ITI＊2の研究をベースに開発されたSDISのコンセプトから、補綴コンポーネントのラ
インナップと技工手順、臨床上の注意点を学習します。講師は実際にSDISを臨床で
使用されている歯科技工士の方なので、実際の使用感を含め実践的な情報を得るこ
とができます。

◦SDISのコンセプト
　– ITIとStraumannの協力関係
　– システム コンセプト
◦SDIS/TL＊3 インプラント補綴コンポーネント ラインナップ
　– 印象システム
　– ソリッドアバットメント
　– synOcta®補綴システム
　– ハイブリッド デンチャー
　– テンポラリー修復
　– パーツ実習
◦SDIS/BL＊4 インプラント補綴コンポーネント ラインナップ
　– セメンテーション アバットメント
　– アナトミック アバットメント
　– ゴールド アバットメント
　– マルチベース アバットメント
　– バー用アバットメント
　– テンポラリー修復
　– パーツ実習

〔プログラムは、予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。〕

コード 日　　　程 開催地 講　　　師

0922113 9月2日（日） 東京 土屋　雅一　先生

＊１SDIS ＝ Straumann® デンタル インプラント システム
＊2ITI ＝ International Team for Implantology
＊3TL ＝ ティッシュレベル
＊4BL ＝ ボーンレベル
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レベル
初級

対　象
BL＊インプラントを初めて使用する歯科医師
※ 歯科医師向けのプログラムですが、歯科技工士の方

も受講は可能です。

講　師（五十音順）
星野　元　先生
松永　久　先生
米澤　大地　先生

時　間
10:00～17:00

受講費
歯科医師：20,000円
歯科技工士：10,000円

（実習材料費、昼食費、消費税込み）

定　員
20名

お問い合せ
ストローマン・ジャパン株式会社　研修会事務局
Tel. 7 0120-418-995

コース内容
　BLインプラントは、幅広い補綴の選択肢があり様々な症例に柔軟に対応できる
反面、コンポーネントを正しく理解し、症例に応じて最適なものを選択する必要が
あります。本コースでは、そのための知識と技術を得ることができます。

標準プログラム
◦アバットメントのラインナップ
　– BLインプラントの特徴
　– 各種アバットメントの特徴
◦審美的要因の考慮
　– 審美リスク評価
　– 審美のクライテリア
　– 硬組織と軟組織
　– ソフトティッシュ マネージメント
　– プロビジョナル レストレーション
◦単独歯欠損におけるアバットメントの選択
　– ケースプランニング
　– 適切なアバットメント
　– 臨床例供覧
　– パーツ実習
◦複数歯欠損におけるアバットメントの選択
　– ケースプランニング
　– 適切なアバットメント
　– 臨床例供覧
　– パーツ実習

〔プログラムは、予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。〕

コード 日　　　程 開催地 講　　　師

0721243 7月15日（日） 熊本 松永　久　先生

1121227 11月25日（日） 大阪 米澤　大地　先生

1221213 12月9日（日） 東京 星野　元　先生

ボーンレベル インプラント 
　　　補綴フォローアップ コース
　　　￤臨床例から学ぶアバットメントの選択方法

＊BL ＝ ボーンレベル
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レベル
中級

対　象
cADcAMあるいはガイデッド サージェリーの 
導入を検討されている歯科医師、歯科技工士

講　師（五十音順）
北條　正秋　先生　&　山下　恒彦　先生
飯島　俊一　先生　&　土屋　雅一　先生

時　間
13:00～17:00

受講費
歯科医師：10,000円
歯科技工士：5,000円

（消費税込み）

定　員
40名

お問い合せ
ストローマン・ジャパン株式会社　研修会事務局
Tel. 7 0120-418-995

コース内容
　BL＊1インプラントの登場により、審美領域のインプラント治療におけるSDIS＊2の有
効性はさらに向上し、Straumann® cARES® デジタル ソリューションの拡大により
SDISの持つポテンシャルがよりあがりました。新たに追加されたガイデッドサージェ
リーにより診査診断から外科手術、さらに補綴までを1つのシステムでシームレスに
コントロールすることができます。
　このセミナーでは、これらの新しい技術がもたらす次世代の歯科治療、および
cADcAMとBLインプラントによる確実で安全な審美的結果の獲得について説明し
ます。

標準プログラム
◦審美領域におけるトリートメントプランニング
　– インプラントと埋入ポジション
　– 既製アバットメントの限界
　– 各種カスタム アバットメントの特徴
◦ Straumann® cARES® デジタル ソリューション
　– ガイデッド サージェリーの特徴
　– cADcAMの特徴
◦シミュレーションソフトウェアによるプランニング
　– シミュレーション ソフトウェアが必要な症例
　– サージカル ガイドが必要な症例
◦cADcAMによる補綴物作成
　– マテリアルの種類と選択
　– カスタム アバットメントの適応
　– 審美領域における補綴デザイン

〔プログラムは、予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。〕

日　　　程 開催地 講　　　師

0724113 7月15日（日） 東京
北條　正秋　先生
山下　恒彦　先生

1124113 11月25日（日） 東京
飯島　俊一　先生
土屋　雅一　先生

Straumann® CARES® デジタル ソリューション セミナー
 ￤審美領域におけるインプラント治療への応用

＊1BL ＝ ボーンレベル
＊2SDIS ＝ Straumann® デンタル インプラント システム
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レベル
初級

対　象
インプラント治療におけるアシスタントスキルを
学びたい歯科衛生士

講　師（五十音順）
柏井　伸子　先生

時　間
9:30～17:00

受講費
30,000円（実習材料費・昼食費・消費税込み）

定　員
15名

お問い合せ
ストローマン・ジャパン株式会社　研修会事務局
Tel. 7 0120-418-995

コース内容
　術前（インスツルメントの準備、滅菌操作、ガウンテクニック等）、術中（器械出し、
オペアシスト等）、術後（患者指導や機材処理等）、メンテナンスのそれぞれのステッ
プにおけるアシスタントの役割と処置について学びます。実習を多く取り入れ、盛り
沢山の内容でインプラント アシスタントワークを学習します。

標準プログラム
◦インプラント概論
　– インプラントとは？
　– 歴史的経緯
　– オッセオインテグレーションとは？
　– リサーチ
　– 解剖学的特徴と適応症、偶発症
◦インプラント治療におけるアシスタントの役割
　– 術前・術中
　– 術後・補綴処置
　– アシスタントワーク デモ
◦相互実習
　– ガウンテクニック
　– ドレーピング
◦メンテナンス

〔プログラムは、予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。〕

コード 日　　　程 開催地 講　　　師

0823101 8月19日（日） 札幌 柏井　伸子　先生

1223113 12月9日（日） 東京 柏井　伸子　先生

インプラント ベーシック：歯科衛生士 コース
　　　￤インプラント アシスタントワークを学ぶ

実習あり
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講師一覧（五十音順）

飯島　俊一　先生

● ITIフェロー
● 日本口腔インプラント学会 指導医専門医
● 日本補綴歯科学会 指導医専門医
● 東京歯科大学 口腔インプラント科 臨床教授
● 九州インプラント研究会（KIRG）
● アイ・ティー・デンタルクリニック

池田　正人　先生

● ITIメンバー 
● 日本口腔インプラント学会 
● 日本歯周病学会 
● 日本審美歯科学会 
● 日本顎咬合学会 
● 米国歯科審美学会 
● 福岡市開業 

大森　有樹　先生

● ITIメンバー
● 大阪SJCD理事
● 大阪SJCDレギュラーコース講師
● EAOメンバー
● AOメンバー
● 日本口腔インプラント学会 会員
● OJ会員
● 大阪市中央区開業

中嶋　顕　先生

● ITIメンバー
● 日本口腔インプラント学会
● AOメンバー
● EAOメンバー
● Center of Implant Dentistry（CID）メンバー
● 金沢市開業

歯科医師：
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北條　正秋　先生

● ITIフェロー
● 日本口腔インプラント学会 専門医・評議委員
● EAO（European Association for Osseointegration）
● Center of Implant Dentistry（CID）理事
● 医療法人さくら会 MMデンタルクリニック インプラントセンター院長

星野　元　先生

● ITIメンバー 
● 日本口腔インプラント学会 
● 日本顎咬合学会 
● 日本MEAW研究会 
● 日本歯周病学会 
● 日本口腔メタルフリー学会 
● 医療法人 星友会 星野歯科駒沢クリニック 開業

松永　久　先生

● 日本補綴歯科学会 
● 日本歯周病学会 
● 日本臨床歯周病学会 九州支部役員 
● 日本口腔インプラント学会 代議員 
● インプラントセンター九州研究会 会員 
● SJCD大阪 会員 
● FCDCインストラクター

米澤　大地　先生

● ITIメンバー
● 大阪SJCD理事
● 古希の会会長
● 日本臨床歯周病学会理事
● OJ正会員
● AO会員
● 大阪SJCDレギュラーコース講師
● 兵庫県西宮市開業
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歯科技工士：

土屋　雅一　先生

● 日本口腔インプラント学会 インプラント専門歯科技工士 
● ㈱クレストデンタルート代表取締役

山下　恒彦　先生

● 日本歯科技工士会　認定講師
● Academy of Ossteointegration
● American Prothodontic Soceity
● Ossteointegration Study Club of Southern California Vice President
● Pacific Coast Soceity of Prothodontic 
● OJ常任理事
● 日本歯科CAD/CAM学会

歯科衛生士：

柏井　伸子　先生

● 有限会社ハグクリエイション 代表 ● EAOアクティブメンバー
● 日本歯科大学東京短期大学 非常勤講師
● 日本口腔インプラント学会認定 専門歯科衛生士
● 日本口腔インプラント学会 会員
● 日本手術医学会 会員
● 日本口腔感染症学会 会員
● 日本医療機器学会 会員
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申込方法

ウェブサイトからのお申込み ： http://www.event-straumann.jp/public/

1. カレンダーページあるいはコース一覧ページより、ご希望のコースを選択してくだ

さい。

2. コース詳細ページにある「申込み」ボタンをクリックします。

3. コースにより、受講割引設定がございます。受講料確認画面の「コード入力」欄に

クーポンコードを入力し、「再計算」ボタンをクリックします。



15

4. 申込フォームに必要事項をご記入ください。

5. お支払いはクレジットカードまたは銀行振込をご利用いただけます。

 注意 ：  お申込みは入金確認をもって正式なお申込みとなるため、クレジットカードで

のお支払いをお勧めします。

6. お申込み完了後に受講票をEmailまたは郵送にて送付いたします。

FAXによるお申込み ： 70120-418-089

巻末の申込用紙をご利用ください。

ただし、正式なお申込みは入金完了後となるため、時間がかかることがございます。お

手続きの途中で満席となった場合、お申込みをお受けできかねることもございますの

で、予めご了承ください。

ストローマンコース/セミナーのお問い合わせ

ストローマン・ジャパン株式会社

研修会事務局

Email ： seminar.jp@straumann.com

TEL 7 ： 0120-418-995（平日 ： 9：30～17：00）
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◦ ご入金完了をもって正式なお申込みとさせていただきます。ご入金の確認が取れない場合は、

キャンセル扱いとさせていただくことがございますので予めご了承ください。

◦ 銀行振込をご希望の場合は、お振込手数料は別途ご負担いただいておりますので予めご了承く

ださい。 

◦ コース/セミナーのお申込み締切りは、開催の2週間前となります。但し、お申込みは先着順とな

りますので、締切日前でも満席となり次第、締切となる場合がございますので予めご了承くださ

い。お申込み状況は、webサイトにてご確認いただけます。 

その他、ご不明点やご質問等ございましたら、ストローマン・ジャパン株式会社 研修会事務局 まで

メールまたはお電話にてお問い合わせください。 

お申込み後のキャンセルについて

コース/セミナー開催の9日前までにご連絡いただいた場合：
　受講料の全額をご返金いたします。事務局までお電話にてご連絡ください。 

　〔例：６月24日（日）開催の場合、６月１5日（金）まで〕 

コース/セミナー開催の9日前から2日前までにご連絡いただいた場合：
　 別のコース/セミナーへの振替ができます。振替に伴う受講料差額については、別途徴収または

ご返金をいたしますので、事務局までお電話にてご連絡ください。

webサイトでは、本社主催以外に地域のニーズに沿ったセミナー等（ローカルセミナー）も随時開

催しております。 ローカルセミナーについては、キャンセルポリシーが別に定めてございますの

で、お申込みの際は、必ずご確認のうえお申込みいただきますようお願い申し上げます。 

その他、ご不明点やご質問等ございましたら、ストローマン・ジャパン株式会社 研修会事務局 まで

メールまたはお電話にてお問い合わせください。 

コース／セミナー開催の注意事項
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本セミナー運営会社（ストローマン・ジャパン株式会社）では、セミナーの申込等で取得した個人情

報について、個人情報保護法に基づき管理いたします。下記の個人情報の取り扱いに関する事項

にご同意いただいた上でお申込みください。 個人情報の利用目的 ご入力いただいた個人情報

は、最新情報、各種サービスのご案内、今回および今後のセミナー内容の改善とご案内、営業活動

支援など、お客様とのコミュニケーションにのみ使用させていただきます。お申込み時に正確な個

人情報をご記入いただけない場合、適切なご案内ができないことがあります。 個人情報の第三

者提供について ご本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第

三者に提供することはありません 個人情報の取扱い委託について 利用目的の達成の範囲内に

おいて、業務委託先に取得した個人情報の処理業務を委託する場合があります 個人情報の安全

管理措置について 取得した個人情報は、個人情報の漏洩、滅失又は毀損等を予防するため、これ

らのリスクに対して合理的な安全対策を講じるとともに、必要な是正処置を講じます。 クレジット

カード決済における個人情報 受講費等のサービス代金決済に必要な業務について、 外部事業者

にその業務を委託しています。 SBIベリトランス株式会社 （http://veritrans.co.jp/）の提供

する、安全なクレジットカード決済サービスを利用しています。クレジットカード決済における個人

情報の安全性はSBIベリトランス社の個人情報保護方針と当サイトの方針によるものとなりま

す。決済事業者との間で、決済に必要な個人情報（氏名・電話番号・メールアドレス・金額・クレジット

カード番号・クレジットカード有効期限）はSSLシステムを使用して送信されます。また当サイトで

は、 クレジットカード番号・クレジットカード有効期限を保持することはありません。

2012年3月

ストローマン・ジャパン株式会社

トレーニング＆エデュケーション

研修会事務局

個人情報の取り扱いについて



18

コース会場があるサピアタワーは、東京駅に直結しており、日本各地からのアクセス
もよく、便利な場所に位置しています。また、会場となるセミナールームには、トレー
ニングやセミナーを開催するためのAV機器が完備され、充実したコースをご提供で
きる環境となっています。

JR東京駅 新幹線専用改札口（日本橋）より徒歩1分、八重洲北口改札口より徒歩2分
東京メトロ東西線大手町駅より徒歩1分
※お車でお越しの際はビル内の駐車場をご利用ください。（有料）

東京会場： ストローマン・ジャパン
 セミナールームのご紹介



参　加　申　込　書

コース名
コード：

開催日

氏　名

施設名

施設住所

Tel：

E-mail 

出身校／卒業年度

開催地　

必要事項をご記入の上、ストローマン・ジャパン株式会社までＦＡＸにてお申込ください。

本社／〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー16階
http://www.event-straumann.jp

ローマ字

〒

（　　　　　　年卒業）

Fax：

@

年 月 日2012

■お申込み・お問い合わせ

都・道

府・県

ストローマン・ジャパン株式会社 研修会事務局

お客様ID（No. 52　　　　　　　　　）

案内方法

郵送先

□ E-mail　　□ 郵送
通常はE-mailでご案内します。郵送希望の場合は、以下にあて先をご記入ください。

ストローマン インプラントについて
　□ 現在使用している
　□ 過去に使用していた
　□ これから使用する予定

□ 歯科医師（開業医）　　□ 歯科技工士　　□ 大学関係者

□ 歯科医師（勤務医）　　□ 歯科衛生士 □ その他（　　　）

以下の質問にご回答ください。（注：必ずご記入ください。）

1. インプラントのご経験年数について
 □ 経験なし　□ 1～5年　□ 5～10年　□ 10～20年　□ 20～30年　□ 30年以上

2. クリニックでの年間のインプラント使用本数について
 □ 未埋入　□ 1～20本　□ 20～40本　□ 40～60本　□ 60～80本　□ 80～100本　□ 100本以上

3. インプラント治療におけるストローマンインプラントの使用割合について
 □ 80～100％　□ 70～80％　□ 60～70％　□ 50～60％　□ 40～50％　□ 30～40％　□ 20～30％　□ 20％以下　□ 未使用

4. 他社インプラントの使用状況について
 □ ノーベルバイオケア　□ アストラ　□ アンキロス　□ スプライン（ジンマー）　□ JMM　□ カムログ　□ 3i　□ その他メーカー

5. 本セミナーを知ったきっかけについて
 □ 弊社営業　□ 弊社ウェブサイト　□ 紹介　□ その他

6. 本コースへの参加動機について（複数回答可）
 □ コース内容の臨床的技術習得　□ コース内容の製品使用方法習得　□ 知識として興味があったので　□ 友人知人の勧め　□ その他 

7. 本コースをご受講されるにあたり、特に習得したい内容やご質問等がありましたら簡単にご記入ください

※お振込案内・受講票をメールでお送りするため、必ずご記入ください。



［研修会事務局］
TEL.0120-418-995   FAX.0120-418-089

東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー 16 階
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0


