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本誌は、mイ ンプラテックスとお取引をいただいておりますお客様に、インプラン ト治療に
関連 したあらゆる情報をご提供するために隔月発行 し、お届けするニュースレターです。

Zimmer Dentalイ ンプラン ト取扱 い終了について
過 日、Zimmerデ ンタル社インプラン トご使用の先生方には既に ご案内させていただいてお りますが、同社製品の弊社からのご提供は先月
6月 末 日をもちま して終了いた しま した。
この間、20年 という長きに渡 りご愛顧いただきました こと、改めて心より感謝申 し上げますと共に厚 く御礼申 し上げます。
なお、Zimmerィ ンプラン トの取 り扱いは終了いた しま したが、私共はインプラン ト関連器材の取 り扱い、あるいはインプラン トに関連 し
たセミナーの企画・ 開催につきま しては今までどお り継続 し、微力ながら皆様のインプラン ト治療を側面からサポー トさせていただ く所存
´
です。
また、現在新たなインプラン トシステムの取 り扱いに向けて、既に申請作業を行 つてお ります。ご紹介できる状況にな り次第、皆様にはご
案内させていただきます。
私共は歯科業界、とりわけデンタルインプラン ト業界におきまして、今後もモラルと節度をもつた企業として真摯に鋭意努力 してまい りま
すので、何卒旧倍のご支援を賜 りたく、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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は じめに

4月 29日 、30日 、5月 2日 の 3日 間パ リにある Dr Khayatの オフィスにてインプラン ト外科研修に参加させて頂 きま したのでご報告
致 します。
本研修は、現地パ リのホテルに集合、現地解散 ということで、税関やパ リでの交通に不安を抱いた私は、インプラテックス社の石郷岡
さん と同 じ便に して頂き、まずは現地入 りしま した。着いた日は 28日 の明け方で時差もあるため、その 日はなるべ く寝ないよう市内観
光へ行きま した。パ リの街は美 しく、また市内に有名な観光地がた くさんあつたので、パ リが初めての私は市内を歩き回 り、次の 日か
らの研修に向けてその夜は ぐつす り眠れま した。
研修会場
研修会場になる Dr Khayatの オフィスは、 エ ッフエル塔の良 く見える 卜回カデロ広場近 くの高級住宅地にあ ります。オフィスにはオペ
室からプ国のカメラマンによ り中継される研修室があ り、臨場感たつぷ りです。

船上から観たエツフエル塔

研修内容
研修は Dr Khyatの CTや 口腔内写真の画像を交えた今までの経過 と解説があ り、その後オペ が始ま ります。一般的な研修では座学があ り最終 日にライブオペ と
いう流れが多いのではないで しょうか。パ リ研修は初 日にいきな り 7症 例のライブオペ です。サイナス リフ トが 3例 、サイナス リフ トとインプラン ト同時埋入、
前歯部インプラン ト埋入即時 TEK、 前歯部ブロック骨での GBR、 自歯部インプラン ト単独埋入と盛 りだ くさんです。特にサイナス リフ トは手際よく次々と終わつ
ては、始ま りという感 じだつたので、研修 に来ていたサイナス リフ ト未経験の先生も、「あんなに簡単にやっているのをみると、 自分でもできる気がする」 とコ
メン トしていま した。事実、今回二回目の参加 という先生は、4年 前に初めて参加 したときには初心者で、パ リ行きの機内で「初めてのインプラン ト」 という書
籍を読んでの参加だったそ うですが、現在ではサイナス リフ トを含めてア ドバンスなテクニックを馬
区使 してインプラン ト臨床を行なつているとのことで した。も
ちろん安易にインプラン ト臨床を行な うことは危険ですが、 この「自分にも出来るJと 思 うことはすごく大切なことです し、 この研修では集中的に質の高いオペ
を学ぶことにより、そ う思えるようになることが可能なのです。
オペ室には 1人 が入室することが許され、次のオペの準備を見学することや、ライブ映像に映つている第一アシスタン ト以外のスタッフを含めたチームワーク
医療も勉強することもできます。
二 日目は上顎ブ リッジを支えている残存歯を抜歯後、上顎の両側に 6本 のインプラン トを埋入 し、全顎のプロビジ ョナルを装着 という昼食をはさみながらの一
日に渡る研修で した。
今回は日程の都合で 5月 1日 は研修の中休みとな りま した。
最終 日の研修は上顎のブ リッジを除去 し、4本 の長いインプラン トを埋入 して即時プロビジ ョナル装着 という少 し二 日目と似ているケースで したが、インス トラ
クターの椎貝先生によるクイズ形式の解説や、最終 日ならではの詳 しい解説によ り二 日目とは違 つた視点を学ぶ事が出来ま した。同 じような症例を比較検討する
ことが出来、貴重な体験とな りま した。最後に下顎自歯部の骨造成の症例で今回の研修のすべ てのプ回グラムが終了 しま した。
おわ りに
最終 日セミナー終了後、セーヌ河船上パーティがあ りま した。少 しずつ夕暮れになる素晴らしい景色、またセミナーが終了 したという開放感で忘れ られないひ
と時で した。海外研修での楽 しみの一つに集まってきた先生 との語 らいがあ ります。今回の研修も意欲に燃えた素晴らしい先生ばか りで大いに刺激を受け、 これ
からの歯科医師人生に影響を与えてくれる時間とな りま した。最後に Dr Khayt、 インス トラクターの椎貝先生、通訳の Mikaさ ん、主催者インプラテツクス社の
皆さん、特に現地でもお世話になつた石郷岡さん、共に受講 した先生方本当にあ りがとうございま した。

オペ室にて

セミナー室にて

修了証授与式 (右 は筆者)

船上パ ーテ ィにて

※ 2014年 度第 17期 の開催 日が決定いた しま した。4月 2830 日の 3日 間の予定です。 ご関心のある方はmイ ンプラテックスヘ お問い合わせ ください。

