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AQB 歴

AQB歴

年

ヵ月

いAQBは、開業時から当院の方針に、

大きく役立ってくれていますよ」

　ていねいな治療と良心的な値段、先

生のお人柄で、患者さんは遠く関東から

も訪れます。これから導入される先生方

に、アドバイスをうかがいました。

　「ありがたいことに、私のところは施術し

た方が口コミで患者さんを連れて来てくれ

ています。インプラントは、隣在歯を削らずに

自分の歯と同様な感覚で噛むことができ、

患者さんに大変喜ばれる有効な治療です。

AQBなら短期間で良好な結合を得られ、ま

たサポートも充実しているので、導入を検討

されている先生方にはぜひお薦めです」

られ、導入を決めました。実際、再結晶化

HAの力で植立から短期間でしっかり骨

と結合し、他とは違うと感じましたね。営

業の方も熱心にサポートしてくれますし、

導入してすごくよかったと思っていますよ」

　あおぞら歯科では、日曜・祝日も医院

を開け、金〜日曜日は夜8時半まで診察

をしています。

　「住宅街にありますので、地域密着型

のアットホームな医院を目指しています。

自由診療も、よいものを少しでも価格を

リーズナブルに提供し、患者さんに喜ん

でもらいたいと思っています。コストの低

●大阪府東大阪市●

あおぞら歯科

秋田　崇志　先生

　「AQBはシンプルで付きも良く、コス

トも低い。加えてアフターフォローがす

ばらしいですね。今日もこれからオペな

んですよ」

　穏やかな笑顔でお話しくださるのは、

大阪府東大阪市のあおぞら歯科院長・秋

田崇志先生です。先生はご開業と同時に

AQBを導入、現在では年間100症例以

上オペを手がけられています。

　「いろいろな製品を検討していたとこ

ろ、勤務医時代に同僚だった関口徹先生

（医）顕正会ファミリー歯科医院院長）に

『インプラントなら絶対AQBだよ』と勧め

“よいものを少しでもリーズナブルに”の

治療方針に大きく役立ってくれています

スタッフのみなさんと一緒に。

あおぞら歯科
のスタッフの
みなさん。医
院名にちなん
だ、青空模様
の壁の前で。
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●千葉県習志野市●

イナミ歯科クリニック
患者さんに提示できる選択肢が増え、

臨床の幅が広がりました

患者さんも多く、稲見先生は順調に症例

を重ねていらっしゃいます。

　「導入前は、インプラントをご希望される

方には他院を紹介するしかなかったので

すが、導入後、患者さんにご提示できる治

療の選択肢が増え、臨床の幅が広がりまし

た。そういう意味でもAQBに大変感謝し

ています。患者さんが健康になって、笑顔

が見られるのが一番うれしいことですね」

　今後についておうかがいしました。

　「実際のオペでは、勉強になることがた

くさんあります。さまざまな知識や技術

を習得し、これからAQBで少しずつ症

例を拡大していきたいと思っています」

　実際にAQBを施術されたご感想を

こうお話しくださいます。

　「ツールも術式もシンプルで、初オペ

は簡単すぎて拍子抜けしたくらいです

（笑）。また、付きが早い上、植立時に若

干動揺があるような症例でも、1〜2ヵ

月経てばしっかりと結合しているので、

びっくりしています。他の製品では、こう

はいかなかったのではと思いますね。特

に、部分欠損等には大いに有効であると

感じています」

　導入後、インプラントを扱っているの

なら先生にやってほしいとご希望される

　千葉県習志野市、イナミ歯科クリニッ

クの稲見純先生は、AIMインプラント

専門医・床井正之先生のご紹介がきっ

かけで、今年に入ってAQBを導入され

ました。

　「そろそろ当院でもインプラントを扱お

うと思っていたところ、渡りに船という感

じで床井先生の紹介で営業の方が来院

し、話を聞きいて、これならよさそうだと

導入を決めました。以前、Bインプラント

のオペ見学をしたことがあったのですが、

手技が大変繁雑で、使い捨ての器具もあ

りコストが高く、その時はインプラントを

導入する気にはなれませんでしたね」

  稲見　純　先生

明るく清潔なクリニックでは、気持ちよく
治療を受けることができます。

住宅街の中
に、やさしい
色合いの建
物が見えて
きます。















AQBに変えました

Change from other Implants to AQB

「AQBに変えて良かった」という全国の8名の先生の医院を訪問しました
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「AQBに変えて良かった」という全国の8名の先生の医院を訪問しました

　神奈川県横浜市・あらや歯科医院の

ホームページは少し個性的です。院長の

荒谷和弘先生の生立ち、歯科

への思い、ポリシーなど様 な々

テーマがすべて先生の言葉

で、長文で綴られています。

　「ホームページを見て来

院される方は、インプラ

ント希望の患者さんが多

く、しっかり情報を把握し医院を選

ばれます。だから私も真剣に書いていま

す。知人のクリエイターのアドバイスだっ

たのですが、結果、他医院との差別化に

なりました」

　インプラント１本の値段を医院入り口

の看板に明記しているのも、あらや歯科

医院の特長です。様々な状況、条件を明

確にし、患者さんと向き合おうという先

生のご診療に対する姿勢が伺えます。

　荒谷先生はインプラント歴 20 年以

上、堤義親先生（AIM 副理事長・外務

省歯科診療所院長）からＡＱＢの特長を

お聞きになり、ＡＱＢを導入されました。

　「チタン系インプラントをつかってい

たので、早期に骨結合するＨＡ系の優

れたインプラントを探していたんです。

実際に施術して再結晶化ＨＡの力で早

期にインテグレーション得られるＡＱＢ

１ピースの実力を実感しました。今はソ

ケットリフト時に上顎洞迷入防止につ

ながるＴタイプを中心に臨床に用いてい

ます」

　「２ピースにくらべ１ピースはオペが一回

で完了するので安価に提供できます。この

点も他医院との差別化になりますね」

　数ある歯科医院の中、常にご自分の

医院の位置づけを明確にし、個性を生か

していらっしゃいます。

　「インプラントを施術した患者さんも、他

の治療で訪れた方も、口腔内が改善され

るよう長いつきあいをしていきたい。私も

ぶれないで、私の診療を続けて行きます」

●神奈川県横浜市●

あらや歯科医院

荒谷　和弘　先生

他医院との差別化にAQBも一役かってくれています

東京下町の住宅街の中にあります。

細谷　正勝　先生

●東京都葛飾区●

細谷歯科医院

　「以前、2ピースの P を使っていた際、

稀に緩みが生じるケースがありました。

また他院で埋入された患者さんが、破

折でうちに来院されるケースを経験し、

2ピースは緩みや破折の危険性をはらん

でいることを実感しました」

　こうお話しされるのは、東京都葛飾区

でご開業の細谷正勝先生です。先生は

昨年、葛飾区で行われた AIM インプラ

ント専門医・床井正之先生が講師をお

務めになった研修会がきっかけで AQB

を導入してくださいました。

　「1ピース AQB は破折、緩みの心配

がなく、術式が簡便なので大変使い勝

手がいいですね。1 回のオペで最高 9

本植立したこともあります。これも、シン

プルで患者さんの侵襲が少ないからこ

そ行えました。また付きの良さから、特に

ソケットリフト等、以前は避けていた難

症例も敷居が低くなったと感じます」

　ご開業から20 年、地元の患者さん

が多い先生の医院では他にも、嬉しいメ

リットがあったとおっしゃいます。

　「営業の方が持って来てくれた AQB

のポスターとリーフレットを院内に掲示

してみたところ、インプラントをご希望さ

れる患者さんが増えました。『私にはい

つやってくれるの？』と尋ねられることも

多く、潜在的にインプラント治療のご要

望はこんなにあったんだと気付かされま

した。こまめな営業のサポートにもすご

く助かっているんですよ」

　この取材あとも、オペ予定とのこと。

最後にこれから導入される先生方に、こ

んなメッセージをいただきました。

　「とにかく1 度経験してみてはいかが

でしょう。患者さんにとって満足度が高

く、我々にとって充実度の高いAQB は、

1 度経験したらきっとまたやりたくなり

ますよ」

導入後、インプラントご希望の患者さんが増えました

医院入り口の看
板にはインプラ
ントの価格が明
確に表記されて
います。

明るく清潔な診療室でインプラントオペ
も行います。

↓医院入口の黒
板には毎日手書
きのご挨拶がか
かれています。

↑院内待合室にはスタッ
フさんの紹介も。「こま
かく気がつく、優れた方々
に恵まれました」と荒谷
先生はおっしゃいます。



「AQBに変えて良かった」という全国の8名の先生の医院を訪問しました「AQBに変えて良かった」という全国の8名の先生の医院を訪問しました（掲載取材順）
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●埼玉県春日部市●

内田歯科医院

内田　格誠　先生

　埼玉県東部、人口約 24 万人の春日部

市、内田歯科医院の内田格誠先生にお

話を伺いました。

　「以前、チタン系2ピースのPを10年、

E を 5 年ほど使っていたのですが、津山

泰彦先生の研修会に参加し、1 回法でシ

ンプルな術式にひかれ、AQB の導入を

決めました。術式が簡単で使用パーツも

少ないので、オペが非常に楽ですね。ま

た、植立から最終補綴までの期間が短く

なったことも利点だと感じています」

　先生はこの土地で診療を開始して 13

年、内田歯科医院の登録患者数は、8,500

人を超えるそうです。

　「地元を中心に、広く都内からも患者さ

んが来てくれています。当院では、もとも

と予防を基本とし、できるだけ歯を削ら

ない努力をしていますが、隣在歯を守る

という意味で、インプラントは大変有効

な治療です。最近では、特に『入れ歯に

するのは嫌』という女性がご希望される

ことも多いですね。AQB は患者さんに

とっても、時間とコストの面で、非常にメ

リットの大きいインプラントであると思

います」

　内田歯科医院では、お昼は毎日スタッ

フのみなさんが当番制で昼食を作り、全

員で食卓を囲みます。

　「基本は、玄米ご飯やぬか漬け、おかず

にお味噌汁といった日本の伝統食です。虫

歯予防の王道は、食生活の見直しです。患

者さんの健康を守る者として、まず自分た

ちがこのような食生活を実践し、みなさん

に食生活を見直してもらうきっかけにな

ればとメニューを院内にも掲示している

んですよ。これからも、インプラント治療も

含め、総合的に患者さんの歯と口の健康

を守るお手伝いをしていきたいですね」

　この日もおいしそうなメニューがずら

り。“先ず隗より始めよ”を実践してい

らっしゃいました。

時間とコストのメリット大きいインプラント

●静岡県浜松市●

医社）啓尚会 スギヤマ歯科クリニック

　医療法人社団 啓尚会 スギヤマ歯科

クリニックは、静岡県浜松市で親子二代

にわたり、44 年続く歯科医院です。二代

目で理事長の杉山啓之先生にお話を伺

いました。

　「以前、うちでは B インプラントを扱っ

ていたのですが、コスト高から患者様へ

のご提供価格もかなり高額になってしま

い、ご希望される方はほとんどいない状

態でした。そんな折、歯科医の先輩から、

シンプルな 1ピースで付きがよく、成功

率が高いよと AQB インプラントを教え

てもらい、導入することにしました」

　実際に施術されたご感想をこうお話

しくださいます。

　「AQB はシステマチックなので、基本

通り手順を踏めば手技が簡便で、平行

性も取りやすいと感じます。特に、1ピー

スはオペも1 回で済み、患者様の負担

が少なく済むのがいいですね。最近は

審美的な要素を求める患者様も多く、今

では一口腔単位で、インプラントが大き

な治療の軸をなしています」

　「患者様との信頼関係の面からも、症

例はフェアウェイを狙った方がよいとの

教え通り、事前診査を確実に行い、選択

し、確実な治療を心がけています。もちろ

ん、AQBならアフターフォローもしっかり

しているので、心配は少ないですけどね」

　クリニックではお父様とお二人、それ

ぞれ担当制で患者さんの診療をされて

いますが、先生がインプラント体を植

立、お父様の杉山茂先生が補綴を担当

と、お二人でタッグを組んで治療に取り

組まれることも多いそうです。

　「父の代から通ってくれている地元の

患者様も多いので、“安心、安全、誠実な

治療を行い、患者様の笑顔のために”を

モットーにこれからも地域医療に貢献し

ていきたいですね」

　お忙しい診療時間後、笑顔で気さくに

お話しくださいました。

杉山　啓之　先生

明るく楽しいスタッフのみなさん。前列左
端はお父様の杉山茂先生です。

今ではAQBが大きな治療の軸をなしています

春日部市内、県立春日部高校のすぐ
近くに建っています。

市街地に位置していますが、車で来院さ
れる患者さんも多くいらっしゃいます。

スタッフのみなさんと（上）。
お昼は毎日当番制で作り、み
なさんでいただきます（右）。



Change from other Implants to AQB

AQBに変えました

12

　北海道札幌市、住宅街の一画にある西

岡歯科クリニック、院長の前川邦昭先生

は、2007年からAQB を導入されました。

　「日本口腔インプラント学会認定医取

得のための100 時間コース受講時、いろ

いろなインプラントを経験し、術式を含

めシステムがシンプルな点、補綴までの

期間が短く、早期に治療が終了できる点

で AQB を選びました。勤務医時代や大

学時代に C や I を経験しましたが、ここ

までシンプルで治療期間が短いものは

他にはないと思います」

　実際にお使いくださった感想を、こう

お話しされます。

　「まず、1ピースは口腔内に露出してい

るので、術後経過がわかりやすいのがい

いですね。目で見て、触れて植立状態を

確認できるメリットがあります。露出して

いるデメリットとして術後感染のリスクが

上がることに当初気を使いましたが、術

後のケアや適応症例を間違わなければ、

問題ないこともわかりました。ほとんどの

症例において初期固定が早いのですが、

若干状態が悪い上顎骨に植立し、動揺が

みられたケースでも、隣在歯とのスーパー

ボンド固定により2ヵ月ほどでしっかりと

結合したことには大変驚きました」

　周囲は昔からの住宅街、高齢の患者

さんも多いそうです。

　「比較的、適応症の方やインプラントに

興味のある方が多いと思います。実際に、

植立された患者さんは大変喜んでくれてい

ます。これから、植立した症例の長期的な

経過をじっくりと診ていきたいと思います」

　前川先生に、これからのAQB の位置

づけを伺いました。

　「歯科に限らず、病院を訪れる患者さ

んは、何かしらの悩みを抱えています。

当院ではその悩みをよく聞いて、その患

者さんに最も良いと思える治療を提案

できるよう努めています。その一つとし

て、AQB インプラントを有効に活用して

いきたいですね」

院内は、バリアフリー。
先生が釣られた大きな
魚の魚拓も飾られてい
ます（右）。

研修会でAQBのよさが実感できます
●大阪府大阪市●

医）太陽会 清水歯科

清水　永守　先生

　「以前は P を3 年間ほど使っていまし

たが、治療期間の長さとコスト面で問題

を感じていました。そこへ友人が『値段

も安くて付きがいいよ』と AQB を勧め

てくれ、杵渕孝雄先生の研修会に参加し

ました」

　こうお話しくださるのは、大阪府大阪

市、清水歯科の清水永守先生です。

　「実際に講義を聞き、実習を受けてみ

ると、なるほどこれは本当に操作がシン

プルだなと思いましたね。また、植立か

ら結合までが短期間だと確認でき、さっ

そく導入を決めました」

　導入後のご感想を伺いました。

　「AQB は、聞いていた通りの優れたイ

ンプラントでした。植立時に多少動揺が

ある症例でも固定しておけばしっかりと

結合しています。営業の方も非常によく

サポートしてくれますし、大変利便性を

感じています。今まで施術した症例は、

順調に経過していますよ」

　「また、以前のシステムで問題を感じ

ていたコスト面でも AQB は優れていま

す。他の先生方も私のように、まず研修

会に出席し、実際に良さを実感されたら

いいのではと思いますね」

　日々の診療の傍ら、清水先生はご趣味

も多彩です。バリアフリーの院内にも、

釣りで収穫した大きな魚拓が飾られて

います。

　「歯科医として日々いろいろな技術を

習得し、患者さんのため選択肢として用

意しておくことは大切だと思っていま

す。AQB も、患者さんに喜んでもらい

たいと導入しました。一方、意欲を持って

仕事をするために、余暇を楽しむことも

大切にしています。これからも、モチベー

ションを持って、どちらも全力投球して

いきたいと思います」

　仕事に趣味に邁進される清水先生

は、快活にお話しくださいました。

●北海道札幌市●

西岡歯科クリニック

前川　邦昭　先生

スタッフのみなさん。

シンプル、早期治療完了でAQBを選びました

外観は、大きな看板が目印です。

札幌市、豊平区西岡の住宅街に位置し
ています。
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●鹿児島県霧島市●

むらおか歯科

村岡　一陽　先生

　「以前使っていたチタン系の P も悪く

はなかったんですが、骨が軟らかい場合

など、若干初期固定が得にくいことがあ

りました。そこで、1ピースで結合も早い

と雑誌で見て、以前から気になっていた

AQB を使ってみようと思ったんです」

　こうお話しくださるのは、鹿児島県霧

島市にある、むらおか歯科院長・村岡一

陽先生です。先生はこう続けてください

ました。

　「術式が簡便でオペも一回なので、患

者さんにとって負担が軽いのがいいで

すね。また、固定の良さと早さには大変

有効性を感じます。インプラントの質が

いいので、多少状態が悪い骨に植立した

場合でも、あとは再結晶化 HA がしっ

かり骨と結合してくれます」

　技工室も併設されているむらおか歯

科では、インプラント治療導入当初から

歯科用 CT も一緒に導入、綿密に審査

を行ったうえでオペをされています。

　「導入当初、インプラントをご希望の

患者さんは二人しかいなかったのです

が、それでも生体を扱ううえで、より精

密な検査をするに越したことはないと、

CT を設置しました。技工室も、一人一人

に合わせた、より正確な技工物を作製

するために置いています。患者さん相手

に、失敗は許されませんからね」

　そんな先生の医院では現在、インプラ

ントオペは来年 2月まで予約でいっぱ

い、日に 70 〜 80人訪れる患者さんの

一般診療の合間をぬっての治療です。

　「医院に来る患者さんやその親御さん

は、痛い、辛いと大変な思いで来られて

います。そんな患者さんの痛みや不安を

解消してあげるのが、歯科医の根本的な

仕事だと思っています。今の立場にあぐ

らをかかずに、これからも患者さんの求

めにすぐに応え、不安を取り除いてあげ

られる治療をしていきたいですね」

　患者さんに信頼される村岡先生の、真

摯な姿勢が伝わってきました。

術式簡便、結合に優れた質のいいインプラントです

スタッフのみなさんと一緒に。

●広島県呉市●

藤本歯科医院

藤本　文彦　先生

　広島県呉市の藤本歯科医院、藤本文

彦先生は、4 日前（10月）に AQB の初

オペをされたばかりです。ご感想を伺い

ました。

　「今回は左下 67 番の遊離端欠損症

例だったのですが、営業の方のサポー

トもあって、実にスムーズにオペが終わ

りましたよ。術式も簡単で、1ピースはア

バットメントが突出している分、大丈夫

かなと少し心配だったのですが、植立し

てみるとしっかりと立っており、これなら

大丈夫だと思いました。患者さんの痛み

も無いようでした」

　先生は以前チタン系2ピースインプラ

ントを1年ほどお使いだったそうです。

　「普通に満足して使っていたのです

が、先輩の先生に『絶対に AQB がいい

よ』と勧められて杵渕孝雄先生のベー

シックコース研修会に参加しました。そ

こで AQB の良さに惹かれ、すぐに導

入を決めて初オペまで 1ヵ月あまり。早

かったですね」

　「AQB はサポートもしっかりしている

のがいいですね。今回のオペも、認定医

の先生に事前にサイズや注意点を教え

てもらい、迷うことなくできました。診断

は、一人で考えるよりも第三者のドクター

の意見がある方が、客観的に考えられま

す。AQBは、HP上でもオンラインサポー

トが無料で受けられるし、本当に充実し

てますね。導入してから扱おうと思って

いた適応症例がいくつもあるので、これ

からぜひ活用し、症例数を伸ばしていき

たいと思います」

　最後に、こんなうれしいお言葉をいた

だきました。

　「仕事というのは、楽しくないとやって

いられないですね。私は歯科医ですの

で、楽しいというのはイコール患者さん

の利益になるということです。利便性の

高い AQB で、患者さんに有益になるよ

う、これからいろいろと勉強していきた

いですね」

充実したサポートのおかげで初オペもスムーズに

先生を囲んでスタッフのみなさんと。

JR 隼人駅より徒歩約15分、緑が優しい
外観です。
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●地域医療に貢献

●全国に広がるAQBの輪

■ AQB TOPICS

中塚　敏弘先生

恵幸堂歯科医院院長　中塚　敏弘先生

　「ウチで義歯を作られた患者

さんは、ほとんど間違いなく満

足してくださっています。ですか

ら、AQB導入の際も営業の方に

『先生の医院は、インプラントが

必要ないのでは』なんて言われ

てしまったくらいです（笑）」

　長野県の南部、上伊那郡飯島

町の恵幸堂歯科医院・院長の中

塚敏弘先生はこうお話しください

ます。恵幸堂歯科医院は、地域で

は「この辺りの住民の財布の中に

恵幸堂の診察券が入っていない人

はいない」と言わしめるほどの人

気歯科医院。県外からも中央高速

を使い、たくさんの患者さんが訪

れるほか、中国やイギリス、遠くノ

ルウェーなどから定期的に来院さ

れる方もいらっしゃるそうです。

　「8年前の開業当時から、患者

さんのために“保険診療第一”

をモットーに診療して

きたからでしょうか」

　中塚先生は笑顔で

お話しされます。

　「大学院卒業後、そ

のまま大学に残るつも

りでいました。その頃、頼まれて

歯科医師国試用の書籍を執筆し

たこともあり、今でも若手の先生

に『試験勉強の際にはお世話に

なりました』と言われ、びっくりす

ることがあります（笑）。当時、定

期的に僻地で診療をする機会が

あったのですが、地方では都会と

違い、なかなか口腔環境を改善で

きない患者さんが多い現実を目

の当たりにしました。何とかした

い、それなら僕が地域に根付いた

治療をしようと開業を決めたの

です。保険診療は本来、よ

り良いものでなくてはな

らないはず。派手な治療よ

りも、保険での治療を大

事にしようと考えました」

　そんな先生がAQBを導

入された理由をお聞きしました。

　「保険内治療でも、必ず満足

のいく治療がご提供できます。

て、患者さんにとってのコスト

を抑えられる点に利点を感じ、

AQBをメインにと選びました」

　患者さんの評判も上々 、最近で

はAIMインプラント専門医として

もご活躍をされています。

　「患者さんは、やってよかった

と本当に喜んでくれますよ。十

分に満足してもらえる治療を行

うためには、オペ前の準備が全

てです。ものがいいからといっ

て生体をなめてかかってはいけ

ない。患者さんへの説明、それ

と何が起きても対処できるよ

う、シミュレーションやサイズの

バックアップ等、万全の体制で

オペに臨むことが大切です」

　中塚先生はお忙しい診療のか

“保険診療第一”の当院でも

患者さんのご要望にAQBを選びました【長野県上伊那郡飯島町】

例を講師の津山先生の指導の

もと、ご参加の先生が実際に施

術をされました。次回は３月23日

（祝）に行われます。

でも、患者さん

ご自身がイン

プラントを希

望された場合

には、そのご

要望に応えざ

るを得ない。そ

こで、今まで経

験した中で、1

回法の術式と

結合力、保険

診療中心であ

る当院におい

たわら、飯島

町主催の健康

教室で年に数

回、地域の方々

に歯周病に関

するご講演も

されています。

　「これからも保険診療を軸

に、その路線でやれる限り全力

投球していきたいですね。たく

さんのいいスタッフにも恵まれ

ていますので、ともに地域の患

者さんのQOLを高める治療を展

開していきたいと思います」

■ 神奈川県・9 月 23 日（祝）

　お呼びいただければどこへでも！　ＡＱＢインプラントは全国各地の歯科医師会や
スタディーグループの要請で勉強会や説明会、研修会を開催しています。今回は長野県
と神奈川県で行われた勉強会、ライブオペ研修会の模様をお伝えします。

　神奈川県横浜市鶴見区では、

鶴見ＡＱＢインプラント研究会

（会長：稲龍之先生）の主催で、

第４回ＡＱＢライブオペ研修会

が行われました。今回は特に『Ｃ

Ｔ画像をＡＱＢ施術にあたりい

かに活かすか』をテーマに40名

の先生方を集め、ＣＴメーカー

（㈱ヨシダ）の協賛を得て開催。

サイナスリフト２症例含む３症

■長野・9 月 25 日（木）

　去る9月25日（木）、長野県の南

部・伊那市の上伊那歯科医師会

館で、ＡＱＢ説明会を開催。同歯

科医師会スタディーグループ・シ

ルキーネット（座長・平

沢浩先生）が勉強会の

一環として開催したも

ので、会員の先生20名近

くがお集まりになりまし

た。「１ピースの場合、マージンは

どこに設定するのか」「植立直後、

フィクスチャーが露出していても

動揺したりしないのか」などと様々

な質問がＡＱＢの営業マンに投げ

かけられ、また、先生方は回答を

熱心に聞いていらっしゃいました。

スタディグループも勉強会に参加

CT診断の活用を模索・ライブオペ

①診療時間には患者さんでいっぱい

になる待合室。「待ち時間はあって

も、一回の治療をじっくりていねい

に行います」というメッセージも　

②スタッフのみなさん。AQBパンフ

レットの表紙と同じポーズで並んで

くださいました　③先生の著書。若

手の先生方は見覚えがあるのでは

ないでしょうか（共に学建書院）

④歯周病教室（飯島町主催）

でのご講演

④

①

③

②

★

★★

ライブオペ

の会場は米

山歯科医院

（院長・米山

均先生）
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pm 1：00

講師ひと と
こ

interview
臨床例

AQBの開発経緯、特長

治療計画と基本術式

臨床例

システム説明

基本手技実習（動物骨使用）

質疑応答

AQBベーシック研修会の内容

am10：00

Dr. Takeshi Soga

　「初めてインプラントを経験し

てから20年、未だ私が、より技術

を向上したいと思うのは、インプ

ラント治療が実に奥深い治療だ

からです。今日ご参加の先生方も

ぜひ、我 と々一緒に日 ご々自身の

技術を磨き、治療を自分のものに

していって欲しいと思います」

　10月19日（日）、大 阪 で 行わ

れたベーシックコース研修会の

冒頭、講師をお務めの曽我健先

生はこうお話され講義を始めら

れました。先生は、ニューヨー

豊富な技術と経験に裏付けされた充実の講義

　当社では、AQBの手技を習得していただくため、全国各地で随時、研修会を開催して

います。今回は、10月19日（日）大阪府大阪市で開催した研修会の模様をお伝えします。

ベーシックコース研修会（大阪府大阪市・阪急産業梅田ビル ）

講師：曽我　健先生（曽我歯科医院院長）

ク在住のインプラントの権威、

Dr.Weissに師事されたご経験も

お持ちです。最先端の歯科技術

を学んできた先生ゆえの視点で、

AQBの設計とポイントを理論的

　午後からは、2ピース、Tタイプ

のシステム紹介をされた後、豚骨

を用いたインプラント体の植立

実習です。まず、曽我先生がデモ

ンストレーションを行い、要所要

所でポイントを交えながら基本

手技の説明をされます。

　「ドリルが海綿骨に達すると

スッと抜ける感じがあります。こ

れは症例をいくつか経験される

と、ご自身の感覚でわかってくる

ようになるでしょう。AQBのこ

　Dr.Weissはじめ、私の師匠の

先生方の教えは、“歯科医は職

人である”ということでした。イ

ンプラント治療も、日々テクニッ

クを磨き、患者さんのためより

安全に、より痛みが少なく、より

長持ちするものを、ご提供する

ことが大切だと思います。

　そのためには、このような勉

強の機会を多く持ち、実際に施

術して、経験を積み重ねていって

ください。参加者の中には、AQB

初心者の先生も、ある程度ご経

験のある先生もいらっしゃると

思いますが、そのどちらにも役

に立つよう、私の講義では基礎

と応用、幅広い内容を心がけて

います。

曽我先生がポイントを押さえながら手

技をご説明されると、みなさん真剣に

聞き入り、注目されていました（下）。

インプラント埋入後デンタルX-PとパノラマX-P

AQB1ピースタイプと2ピースタイプの
併用症例

AQBの手技の実際を肌で体感

患者さんのため技術を磨き、
AQBを幅広く活用していってください。

曽我　健先生

抜歯前デンタルX-P 抜歯後 2ヵ月口腔内写真

上部構造装着後デンタルX-PとパノラマX-P、口腔内写真

■PROFILE　 愛知学院大
学卒業、大阪歯科大学診断科、
星野歯科医院勤務などを経て渡
米、Dr.Weiss に師事。帰国後現職。

　AQBインプ

ラントは予後

が良いだけで

なく、症 例 に

よって1ピース、

2ピース、Tタイ

プと広くライン

ナップがされており、ツ−ルも共

通です。早くそれぞれのタイプの

垣根を取り払って、患者さんの

背景や症例により、それぞれの

特徴を活かした使い分けができ

るよう、AQBを幅広く活用して

いってください。

にお話しくださ

います。

　「インプラン

ト治療成功の

絶対条件ともい

えるのが、初期

固定がきちんと

得られることで

す。ユーザーの

先生みなが口

をそろえて『AQBは早い』という

のを聞いていると思いますが、高

い結晶度、最小の溶解度など、“早

くてよく付く”AQBの売り文句

には、裏付けがあるのです」

　参加された先生方は、熱心に

講義に耳を傾けられていました。

設計とポイントを理論的に紹介

患者：72歳、男性

経過など：76 歯根

破折にて抜歯後、治

癒を待ち、1ピース、2

ピースの特徴を活か

し、それぞれに施術。
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ぜひAQBインプラントをご体験ください……全国各地で研修会開催中！

アドバンスコース 口腔外科コース 2ピースコース コーディネーター認定コース

のキットは、シンプルで余分なも

のを使わなくてよい、本当に“使

えるツール”が揃っています」

　参加の先生方は実際に手技

を行う前に、一挙一動を見逃す

まいと、曽我先生の手元に注目

されていました。その後、グルー

プに分かれて植立を体験しま

す。みなさんお一人ずつ、何度も

手元を確かめながら、営業マン

のアドバイスに従ってAQBの手

　現在、チタン系インプラントを使用していま

すが、知り合いの先生から「いいインプラントがあるよ」とAQB

を紹介され、一度話を聞いてみようと今日の研修会に参加しまし

た。実際に講義を聞き、実習を行ってみて、AQBはシステムが簡素

化されており、操作が簡便で大変好印象を持ちました。また、曽

我先生の症例を目にし、再結晶化HAコーティングの結合の良さ

と初期固定の速さに驚いています。AQBインプラントに大きな魅

力を感じた一日となりましたので、これからじっくりと導入を検討

していきたいと思います。

　多くの症例をこなしている曽我先生ならで

はの、ご経験を基にした具体的な講義は大変参考になりまし

た。来月AQBの初オペを控え、その事前準備として参加しました

が、実際の装備やオペ手順など、こと細かに話してくださり、勉

強になりました。開業から20年、当初からインプラント導入は検

討していましたが、なかなか踏み出せずにいた折、シンプル、か

つ経過もいいAQBに出会い、これならと導入に踏み切りました。

営業によるサポートが充実していたことも導入の決め手になり

ました。今度のオペでは、今日の講義が大いに役立ちそうです。

技の感覚を体得されて

いました。

　一通り実習が終わる

と、曽我先生が20年の

インプラント歴で体験

された症例を多数披露

してくださいました。
も主流になってきています。AQB

の優位性を本当に実感できるの

は、ソケットリフトやサイナスリフ

ト、抜歯直後等、条件の悪い症例

こそです」

“鬼に金棒”です。顎堤の高さが

ない場合はTタイプ、初期固定が

得られにくい場合は支台部の出

ない2ピースと、症例に応じて、ぜ

ひ使いこなしていってください。

症例を重ねるほど自信が付き、自

信が付けばまた症例が増える、と

いういいサイクルが生まれます」

　最後にこうアドバイスされる

先生のお言葉に、参加者の先生

方は大きくうなづき、研修会は

充実の一日となったようです。

曽我先生は豊富な症例をご披露くださ

います（左）。最後に、先生からお一人

ずつ修了証が手渡されました（下）。

■ AQB に大きな魅力を感じた一日 ■今日の講義が大いに役立ちそうです

奈良県磯城郡田原本町　岡本　雅人　先生 大阪府阪南市　中谷　聡　先生

ベーシックを修了され、さらに手
技を向上させたい先生のための
コースです。

　　【研修内容（2日間の例）】
　患者さんへの説明及び契約書
　現在のGBRの考え方と手法
　GBRの臨床症例
　抜歯直後インプラントの臨床症例
　ソケットリフトの手法と臨床症例
　サイナスリフトの手法と臨床症例
　PRP応用の効用と臨床症例
　骨造成法
　1回法と2回法の使い分け

インプラント治療に必要な口腔外
科の基本知識と手技を修得する
コースです。

ＡＱＢ２ピースの手技を修得し、術
域を拡大されたい先生のための
コースです。

 インプラントコーディネーターに
必要な知識・手技を習得するコー
スです。

※顎模型を使った実習形式の講義です。

　　　　　【研修内容】
　インフォームドコンセントの方法
　手術計画の立て方（術前診断）
　前進疾患への対応及び麻酔
　切開、剥離について
　切開、剥離、縫合の上達のために
　縫合について
　術後処置及び合併症への対応

　　　【研修内容（2日間の例）】
　２ピース２回法インプラントの概説
　２ピース２回法インプラント埋入の
実際と留意点
　アバットメント装着と補綴
　２ピース２回法インプラントを用い
たソケットリフト
　２ピース２回法インプラントを用い
たＧＢＲ
　埋入実習

※ガム模型を使った実習形式の講義です。

　　　　　【研修内容】
　ＡＱＢインプラントの位置づけ
　ＡＱＢの治療の流れ　
　ＡＱＢインプラント植立のための
　アシスタントワーク
　アシスタントの役割と必要手技
　・手洗い、手袋のつけ方、
　・脈の取り方、血圧測定
　・縫合のアシスタント
　患者様とのコミュニケーション
テクニック

当社では、毎週、全国各地で「ＡＱＢインプラント研修会」を開催しております。コースは、以下の通りです。
（コースの内容は講師によって若干異なります、この他ライブオペなどの特別研修会も、適宜、開催しております）

※今後の研修会開催予定は次頁の通りです。AQBHPでも内容のご確認とお申し込みが可能です（http://www.aqb.jp/)

　「AQBは1ピースの

みならず、有効なライ

ンナップが揃っていま

す。再結晶化HAの優

位性で治療の幅を広

げ、その後Tタイプでも

う一つ幅を広げ、さら

に2ピースを活用でき

るようになれば、まさに

　「一昔前は、下顎6,7番等の遊

離端症例がインプラント治療に

は最適とされていました。しかし、

今はHAのおかげで上顎の症例

手元に意識を集中し、お互い確認し合

いながら植立を行います。営業マンと話

し込む姿も（左）。




