世界基 準 の歯内療法
〜根尖性歯周炎 の予防 と治療 のために〜
人間 の本能 として天 然歯保存 の希望は当然 の ことと考えます。歯内療法 の重 要性 は周知の事実 ですが 、臨床 での迷 いが 多
いの も事実である と思われ ます。 現在、生物学的 コンセプ トを基盤 とした歯内療法は天然歯保存 の可能性 を広 げる ことを報
告 してお り、歯内療法の高 い成功率が再認識 される とともに、歯内療法分野での新 しい器具、材料 が注 目 されています。
今回、私 たちの講演会では、北 米 の専門医教育 で教 え られている 「世界基準 の歯内療法」 のプロ トコール を ご紹介 し、器
具、材料の効果 を最大限に引き出 し天然 歯保存 の可能性 を高 め られる事実を広めて いきたいと考 えています。
世界基準 の歯内療法 の基 礎を一 通 り学ぶ ことに よ り、明日か らの歯内療法の臨床 に迷 いが な くな ります。
世界基準 の生 物学的 コンセプ トとは何 か ?世 界基準 の歯内療法 の高 い成功率 は何 が支えているのか ?臨 床 の迷 いをな くし
真 の 患者利益 に繋 がる講演会 になることをお約束 いた します。
実行委員長
く講演内容 >
歯髄 と根尖部の診査・ 診断
無菌的治療の重要性 と無菌的処置の実際
根管貼薬・ 根管充填
外科的歯内療法
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根管治療後の修復処置
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講演会開催 にあた り

埼玉県所沢市

しもやま歯科クリニ ック

下山智義
http://www.shimoyama-dc.com

本 セ ミナ ー はPESC」 の 1年 間 プログラムを優秀 な成 績 で修 了された演者 によ り歯内療法の成功
率 を確実 に上 げるための内容で構成 された講演会 にな って いる。その内容 は 1年 間 プログラム
のエ ッセ ンスを随所 に盛 り込 み、世界基 準 の歯内療法を中・長期的に学習 してい くためのスター
ティングポイン トしては極 めて効果的、 また効 率的 で ある といっていいで あろう。患者の歯内
療法学的苦難を解決するための能力 を養 うには、歯 科用顕微鏡 やCBCTの 購入 だけではその 目的
は達成 されな い。必ずそのための基礎的なコンセプ トを習得する ことが必要 になる。
真剣 に患者 の疾病 を治 してあげたいと感 じている先生方 には是非参加 をお勧 めする。
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<お 申 し込 み と受 講 料 金 の 振 込 に つ いて >
・本 ご案内 の 申込用紙 に必要事項を ご記入 の上 FAXま たはHPよ りお申込み くださ い。
・ 受講料 の ご入金 をもって正式なお 申 し込み とさせていただ きます。
・ 定員 にな り次第締め切 りとさせて いただきます こと予 め ご了承 くださ い。
・振込手数料は ご負担 ください。
・ ご入金後 の返金 には応 じかね ます こと予 め ご了承 ください。
・ 領収書はお振込時の控えをもって領収書 に代 えさせていただきます。
・ お 申込みペー ジのア ドレスはhtp//pescl― kantou orgハ ndex/semha″ とな ります。
・ 右記 のQRコ ー ドよ りお申込みペー ジにアクセスいただけます。
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