
ATC & JAID 

解剖学実習セミナー at HAWAII  Univ.

呉 相潤 先生
オ　サンユン

• 韓国朝鮮大学校歯科大学 卒業
• 慶熙大学校歯科大学院 卒業
• 乙支大学病院
• 順天郷大学病院 口腔顎顔面外科修練
• 韓国病院 口腔顎顔面外科課長
• 国立医療院 諮問医師
• 三成洞アプソン歯科病院 院長
• 順天郷学校歯科 外来教授
現）
• 顎顔面形成再建外科学会 認定医（1995 ～）
• 大韓歯科顎関節機能咬合学会 認定医（2004 ～）
• 口腔顎顔面外科学会 専門医（2007 ～）
• 朝鮮大学校歯科大学 客員教授
• 慶熙大学校歯科大学 客員助教授
• 国際口腔インプラント学会（ICOI）理事 (2006 ～ )
• A.T.C Implant 研究会 Director/AICImplant 研究会 Director
• アクロ歯科 院長

• 吉祥寺セントラルクリニック勤務医
• 日本顎咬合学会認定医
• CGF/AFG コース（corefront）インストラクター

Dr.Oh Sang Yoon Dr. Song Moon Hong
洪 性文 先生
ホン  ソンムン

Approach Technique Concentrat ion&Japanense Academy for  International  Dentistry

Course Director
通訳アドバイザー

氏名

医院名

電話番号

携帯番号

メールアドレス

氏名
（ローマ字）

住所 〒　　-

FAX番号

いずれかにチェック✓をお付けください JAID 会員 ATC 3カ月コース終了者 非会員

■ 以下項目にご記入をお願いいたします。

【キャンセルポリシー】キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。

■ 申込先

FAX. 04-2945-6777　Mail. iwaki-dental@ni�y.com

・開催日の 60 日前 ～ 31 日前：受講料の 50%
・開催日の 30 日前 ～ 当日       ：受講料の 100%

※ご連絡がない場合は受講料全額の違約金を申し受けますのでご了承ください。
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450,000 円（一般）

30 名（最少催行人数 20 名）
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420,000 円（JAID会員及びATC3か月コース受講済ドクター）
※ランチ 2 回、懇親会（ディナーパーティー）込み、税込み

University of Hawaii at Manoa
651 llalo Street Honolulu, Hawaii

場所 

受講費用

募集定員

共催 :ATC・ JAID, 協賛 :Neodent



Day 1  2021/10/30

ATC & JAID 

• JAID 会長
• 即時荷重研究会　理事
• ICOI 国際インプラント学会指導医
• 日本口腔インプラント学会専門医
• NEODENT 講師、他

岩城 正明 先生
イワキ　 マサアキ

解剖学実習セミナー at HAWAII  Univ.

主催者
呉先生とは、友人の有賀先生、今上先生の勧めで一昨年、ソウルでの
3ヶ月・6日間のコースを受講したことがきっかけです。まさに“目から鱗”
でした。初回の切開・縫合では、通常のプレゼンで、「切開しました、
縫合しました」という1-2枚のスライドで終わる話を、実習も含め約20
時間教えていただきました。すべての所作にエビデンスがあり、翌日か
らの臨床が劇的に変わりました。我々JAIDは、ロスで2回、ハワイで3回の
解剖学実習コースを過去に開催しています。今回で6回目となるハワイ
大学での実習は、立地・設備・気候もよし、素晴らしい講師の元、充実
した実習が期待できますので、ふるってご参加ください。
ATCコースの常で、告知前に半数が埋まっている、人気コースです。

Day 1  2021/10/31

ATC & JAID ; University of Hawaii Cadaver Course for Advanced 
Implant Surgery スケジュール

9:00 - 14:00

9:00 - 11:30

11:30 - 15:00

15:00 - 17:00

14:00 - 15:30

15:30 - 17:00 

18:30 - 21:00 

1. Flap forma�on and mental foramen isola�on
2. Periosteal releasing incision for sharp, controlled dissec�on (with mental n. isola�on)
3. Mental n. dissec�on
4. Immediate implant placement or delayed implant placement with GBR
5. Sublingual space dissec�on for lingual n. & submandibular duct isola�on
6. Harves�ng par�culate autogenous bone from ramus
7. Ves�bular suture technique to eliminate dead space

1. Par�al thickness flap & mental n. isola�on for apically posi�oned flap 
2. Surgical technique for apically posi�oned flap 
3. Ves�bular approach to harvest bone block from ramus
4. Pterygomandibular space dissec�on for mandibular foramen & mandibular n.
5. Facial a. & n. isola�on (demo only)

party !

1. Flap forma�on for mentalis m. & orbicularis oris m. isola�on
2. Implant placement & non-submerged GBR

1. Flap forma�on for sinus surgery
2. Window forma�on in lateral sinus wall
3. Sinus medial wall dissec�on for os�um isola�on

1. Various facial expression m. dissec�on for successful bone regenera�on
2. Immediate or delayed implant placement 
3. Membrane stabiliza�on with bone tacks, bone screws, and holding suture (ma�ress suture)

1. Connec�ve �ssue harvest - Langer & Langer technique
2. Subepithelial connec�ve �ssue gra� - Pouch technique
● Lateral nasal wall dissec�on for osteomeatal drainage (demo only) 

Flap management in anterior mandible

Flap management in right posterior maxilla

Flap management in anterior maxilla

Subepithelial connec�ve �ssue gra� in le� posterior maxilla

Flap management in right posterior mandible

Flap management in le� posterior mandible

共催 :ATC・ JAID, 協賛 :Neodent
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