エンドが好きになる 10 日間コース 2015
Fundamental and Conventional Endodontics ( 10Day 50 hours )

はじめに
歯科医師のだれもがエンドがすべての基本であること、そしてその重要性も
知っています。一方、近年インプラント処置が広まるにつれ、皮肉なことに
一本の歯を保存することの重要性が患者サイドから求められています。歯髄
保存のための知識や薬剤の選択、髄室への適切なアプローチ、根管形成と
根管充填、エラーが生じた場合の対処法、よりアドバンスな根管治療技術、
歯の保存の限界を拡大する外科的なテクニック、など正しい知識と技術で
対応できますか？そしてそれらは出来るだけストレスフリーな処置で有るべきです。このコースで
はその実践にあたって自身の負荷が少なくなるような、“楽しいエンド”を目指します。エンド処置
に王道はありませんが、楽な道を探ることは可能です。もちろん顕微鏡歯科の技術も徹底指導
致します。本講習でエンドの最新の知識と技術を修得できるものと考えます。
Pacific Endodontic Research Foundation JAPAN 主宰 認定講師
前東京歯科大学 歯内療法学講座主任教授

中川寛一
定員

１０名のみ（定員になり次第、締め切りさせていただきます）

参加費

５０万円（昼食・夕食代込み ）

器材費

１５万円（購入していただきます）

ともに消費税込み

全日程終了者にはＰＥＲＦ（Pacific Endodontic research Foundation）
http://www.perfendo.com/

の修了証が授与されます

PERF の修了証書を受領するためには、課外コース受講の意思表示を行い、課題を提出
し、評価を受けなくてはならない。
希望者は米国サンディエゴにおける PERF 研修および臨床見学を受けることができる。

会場：

すずき歯科医院（静岡県袋井市）

マイクロスコープを使った実習があります
４回目はアシスタント１名とご一緒にご参加ください

問い合わせ お申込み
医療法人社団八龍会すずき歯科医院 伊藤
〒437-0023 静岡県袋井市高尾 1780
℡0538-42-1184 Fax0538-43-2260
E-mail：office@suzuki-shika.or.jp

お申し込み受付後、セミナー詳細・お支払のご案内をお送りいたします

特典


参加できない日程は、翌年度に受講可能



翌年以降の再受講
実習費と食事代のみで 再受講が可能です
受講生には、10 日間の講義を録画したものを、ご希望の方に有料でお貸しいたします。
金額￥5.000 送料込み。返却にかかる送料はご負担ください
何回でも、代金の請求は１回のみです。
媒体 USB メモリ（32GB）
7～10 本程度
オープンセミナー（Ｈ27.1.11 開催）に参加される方
１０日間コース（静岡コース）を受講される場合、オープンセミナーの参加費
（６千円）は全額返金いたします
PERF ホームページ http://www.perfendoj.org/ に、受講者と歯科医院名を掲載します







会場

医療法人社団八龍会すずき歯科医院
〒437-0023 静岡県袋井市高尾 1780



南口

御希望の方には

近くのビジネスホテル

（袋井駅すぐ前）のご案内・予約を致します
ＪＲをご利用の場合
東京方面よりお越しの方
新幹線

掛川駅で乗り換え

在来線駅２つ目

名古屋方面よりお越しの方
新幹線

浜松駅で乗り換え

在来線駅 4 つ目

新東名

森掛川ＩＣ

順不同



(株)モリタ



白水貿易(株)

約１０分



(株)ＧＣ

約２０分



ペントロンジャパン(株)

東名高速をご利用の場合
袋井ＩＣ

協賛

セミナー風景

受講後の根管充填：
このクオリティで根管充填

修了式

受講者の声
自分のエンドの概念を一度基本から見直したくて受講させていただきました。受講するたびに頭の中がす
っきりまとまっていくのを実感しました。最新の器材やテクニックを学びながら、それを生かすのも前処置
であったり、また基本的な概念が大切なことがわかりました。今ではエンドが楽しくなり、私にとって診療
の軸となりました。習ったことを臨床に積極的に取り入れ、楽しく診療させてもらっています。
私にとって歯内療法は好きでわりと得意な分野ですが、うまく治せなかったり、思うような結果が出せな
いことが多いのも現状でした。しかしさけて通れないのも現実です。たくさん悩みや疑問を抱えておりまし
たが、ＰＥＲＦを受講させていただき悩みを解決できたように思います。また最新で安全、効果的かつ効率
的な根管拡大、根管充填法も学ぶことができ、自院にその技術と知識を持ち帰ることができます。翌年も
Visitor として参加できることもとても心強く感じております。また来年も参加したいです。
エンドができる気持ちにさせてくれました。これから実際に手を使って身に付けたいと思います
中川先生のお話の中に沢山の重要ポイントが含まれていて、最初から最後までとても興味深いセミナーでし
た。実習もほぼマンツーマンで教えていただけて、とてもわかりやすかったと思います。何回もこのセミナ
ーを受けて理解をさらに深めたいと思います。
不明瞭だった根管治療でしたが、考え方や見え方が少し変わった感じがします。意見や質問がしやすい雰
囲気がとてもよかった。
マイクロを導入し中を見ることができたので、中がいかに汚れているか、いかに洗浄が足りなかったかが
わかりました。中川先生のセミナーでそれを教えていただいて、おかげさまで endo の治療が充実してきま
した。Niti ファイルを使うようになって、大臼歯の抜髄の時間は短くなるし、根充はうまくいくし、良いこ
とばかりです。感謝です。
セミナーのレベルだけでなく、食事のレベルが高いのもこのセミナーの特長です

平成２７年
３月２８日 (土)
16：00～21：00
（18：00～19：00 夕食）
３月２９日 （日）
8：30～15：30
（12：00～13：00 昼食）
４月１１日 （土）
16：00～21：00
（18：00～19：00 夕食）
４月１２日 （日）
8：30～15：30
（12：00～13：00 昼食）
５月１６日（土）
16：00～21：00
（18：00～19：00 夕食）
５月１７日（日）
8：30～15：30
（12：00～13：00 昼食）

６月２０日（土）
16：00～21：00
（18：00～19：00 夕食）
６月２１日（日）
8：30～15：30
（12：00～13：00 昼食）
７月１８日（土）
16：00～21：00
（18：00～19：00 夕食）
７月１９日（日）
8：30～15：30

第１回 Treatment Planning 診断と処置計画
・Differential diagnosis
・Root canal system anatomy
・Dental pulp biology
・Breakdown and disease flow
・Rationale for nonsurgical RCT
・Orofacial pain
・Cone beam CT diagnosis
第２回 Medicaments, Materials and Access
・Calcium hydroxide
・Endodontic medicaments
・Root canal filling materials
・Preventive Endodontics
・Complete access: tools & methods

機材・薬剤と髄室開拡

第３回 Shaping Cleaning and Pack 根管形成・清掃と根管充填
・Preparation strategies
・Glide path management
・Blocks: negotiation & patency
・Ledges: bypass & management
・Ni-Ti Rotary systems: The Advantage
・Cleaning: debridement, smear layer, biofilm
・Finishing criteria for success
・Three-dimensional obturation
・Matched taper single cone technique
第４回 Microscopic Endodontics 顕微鏡歯科の基本とテクニック
・Use of operative microscope
・Identification/treatment of missed canals
・Efficient removal of obturation materials
・Predictable removal of posts & cores
・Broken instrument retrieval
・Perforations: hemostatics & repair materials
第５回 Surgical Endodontics 顕微鏡下での外科的歯内療法
・Endodontic Microsurgery
・Endodontic difficulty case
・Restorative disassembly techniques
・Laser in Endodontics

（12：00～13：00 昼食）

より良いセミナーを考えております。セミナー内容は一部変わることがあります。

エンドが好きになる 10 日間コース
Fundamental and Conventional Endodontics ( 10Day 50 hours )

参加申込書
ＦＡＸ０５３８－４３－２２６０

ご芳名

貴医院名

住所

連絡先

℡
Fax
E mail

