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『 リビールクリアマトリックス 』 
 

 

＜ モリムラ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

標準価格＝カ－トリッジ 2 本入 9,900 円 
 

 

 
 

複模型用の透明な印象材！ 
 

ご紹介させていただく商品はモリムラより発売されております『リビールクリアマトリ

ックス』です。この商品は VPS（ビニルポリシロキサン）を主成分とした暫間修復物作成

に用いる親水性ビニルシリコン印象材です。特徴といたしましては、 

●透明な印象材のため、細部を明瞭に印象採得できます。 

●診断用ワックスアップされた石膏模型を印象採得しプロビジョナルやモックアップ材

 料を使用しての治療ができます。 

●透明な印象材のため印象材上から光重合が可能です。 

現在使用していただいている先生からも、「透明で細部まで確認ができる為、とても使用し

やすい。」との声を頂いております。現在、モックアップ材料「リビールスターターキット」

に各種少量入のミニキット（A1／ブリーチ）が発売中です。是非この機会にご検討いただ

ければと思います。詳しくは弊社営業担当者までお声かけください。 
 

熊本店 営業二課 緒方 徹 
 

PUK D3 アークウェルダー 

／日本歯科商社 

＜歯科技工用アーク溶接器＞ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長年培ったアーク溶接技術を結集し、日本

歯科商社から“PUK D3 アークウェルダ

ー”が発売されました。操作しやすいタッ

チパネルを採用し、あらゆる歯科用金属に

対応します。また、メンテナンスフリーで

優れたコストパフォーマンスを実現しま

した。 

 

【特徴】 

●44 段階のパワー調整と、35 段階の時

間調整で変形やひずみを最小限に抑え

た溶接が可能です。 

●各種金属に最適な溶接条件がインスト

ール済みで、金属の種類・溶接内容の 2

つをタッチパネルで選択するだけです

ぐに作業が開始できます。 

●ハンドピースは固定、フリーハンドのど

ちらでも操作が可能です。 

●LCD シャッターによる眼球保護システ

ムを採用。 

●最短パルス 0.5ms（1ms＝1/1000

秒）、最小スポットΦ0.2mm と周囲へ

の熱伝導を最小限に抑えます。 

●ハンドピース先端からアルゴンガスを

噴射して酸化を防止します。 

●設定済みの金属10 種類のプログラムの

他、20 種類のカスタムプログラムが使

用できます。 

 

標準価格＝本体一式    890,000 円 

    アルゴンガス調整器 20,000 円 

キッズクラウン with リング 

パーマクラウン／モリタ 

＜歯科用被覆冠成形品＞ 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

モリタから歯科用被覆冠成形品“キッズク

ラウン with リング”と“パーマクラウン”

が同時発売されました。解剖学的形態が付

与されており、トリミングがしやすく、シ

リカコーティング加工により、汚れが付き

にくいステンレススチール製の乳歯冠、な

らびに永久歯冠です。解剖学的形態が付与

されているため、最終補綴物として咬合が

可能です。 

 

【特徴】 

●“キッズクラウン with リング”は、誤嚥、

誤飲防止のためのフロスを通すリング

付きで、障がい児や子供への装着時の落

下を防ぐことができ、リングはホープラ

イヤーでねじるだけで簡単に外せます。

また、経済性に優れたリング無しもライ

ンナップしています。 

●“パーマクラウン”は、子供から高齢者

までの、障がい者、認知高齢者、要介護

者、歯科恐怖症患者など、即時の修復

（1day treatment）が可能です。 

 

標準価格＝ 

キッズクラウンイントロキット27,000円

パーマクラウンイントロキット 9,000 円

キッズクラウン単品（10 入） 6,000 円

パーマクラウン単品（5 入）  2,000 円

TMR-MTA セメント／ヤマキン 

＜歯科用覆髄材料＞ 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマキンから発売された“TMR-MTA セ

メント”は、北海道医療大学との共同研究

により開発された製品で、ビスマスフリ

ー、練和が容易、硬化が速い、高強度、生

体適合性の 5 つの特長を実現した国内製

造の MTA セメントです。 

 

【特徴】 

●歯科材料や人工関節など、生体に広い使

用実績のあるジルコニアを X 線造影剤

として使用。ジルコニアは化学的に安定

しているため、変色が起こりにくい素材

です。 

●球状シリカ粒子のベアリング効果によ

り、流動性が向上し、少量の水でも短時

間の練和で均一なペースト状になりま

す。 

●少ない水の量で練和できるため、硬化が

速く、初期硬化が 15～30 秒で完了し

ます。また、硬化が速いため、練和 1

日後から高い圧縮強さ（約 90MPa）を

実現します。 

●生体適合性がよく、直接覆髄 1 週間後で

新規象牙質の形成が認められます。 

●ホワイトとライトアイボリーの 2 色を

ラインナップし、取り出しやすいマイク

ロチューブ入りとビン入り包装。 

 

標準価格＝マイクロチューブ 

（0.2g×3 本）4,800 円 

3gビン入    15,000円 
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「pd 診療よもやま話」 -2-  Dr と患者様双⽅が楽な姿勢 

 

マイクロスコープを使っていらっしゃる先生が背筋をぴんと伸ばしてとても楽な姿勢で診療をされている様子をご覧

になったことはありませんか？見ていてもほれぼれしますね。 

さて、地球には重力がありますので、重力に逆らわない楽な姿勢というのは仰向けで寝ている姿勢か、腰かけて背筋が

伸びている姿勢、あるいはまっすぐに立っている姿勢の三つです。その中で、術者が長時間精密な作業を続けるのに適し

た姿勢は当然座位になります。術者に大腿部が床とほぼ平行になるように高さを調節したスツールに背筋を伸ばして腰掛

けてもらいます。そして精密作業のための人間の明視距離は20～25cmと言われていますので、その距離で術者の正中に

口腔が来るように患者様に仰向けに横になってもらいますと、精密作業の条件が整った事になります。これが、前述のマ

イクロスコープを使っている術者の姿勢であり、pd診療（人の固有感覚を最大限に発揮できる診療）の基本姿勢でもあり

ます。 

スマートフォンでメールを打つとき、編み物をするとき、パソコンのキーボードをブラインドタッチで打つとき、このよ

うな時は必ずどの場合も高さに多少の違いはあってもスマホも縫い針もキーボードも体の正面正中にあります。これはメ

ールが早く正確に打てるから、縫物を長時

間楽に続けることができるから、キーを間

違わずに指の配置の感覚で打てるからで

すね。 

まして歯科診療のようにミクロ単位の

精度を要する作業には正確に、長時間疲れ

ずに、感覚を活かした姿勢が大切であると

いう事を理解いただけましたでしょう

か？この姿勢をできるだけ維持しながら

診療するために必要なスキルがあります

が、それではまた次回。 

            （つづく） 

    

              
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★今週の新刊 

PLoS（Performance Logic Society） 

谷口 敏雄 

『 GP のためのマイクロスコープを応用した 

  ウルトラソニックインスツルメンテーション 』

『 顎関節症のリハビリトレーニング 』 
～よく動く関節は痛くない！～ 

「リハビリトレーニング」は、東京医科歯科大学

第一口腔外科と顎関節治療部で年間数千人もの

新患患者に行ってきた運動療法で、とても有効で

安全な治療法。そのリハビリトレーニングの治療

例や Q&A を数多く収載。初診時質問票・顎関節

症カルテ書式・患者配布用資料などの付録付。 

  

●編著＝木野 孔司 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝7,800 円＋税  

 

インスツルメンテーションについての歴史的背

景から現在までの研究バックグラウンドと、現在

認識すべき科学的根拠を整理して解説。これを基

に臨床におけるインスツルメンテーションへの

マイクロスコープの具体的応用方法と臨床症例

を提示した一冊。 

 

●著 ＝阿部 修／大野 純一／景山 正登 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝6,000 円＋税  
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開催地 
UK セミナー&フェア in 長崎 

デンツプライシロナ セミナー & 商談会 

2017 年 7 月 8 日(土) 13:00～19:00 

7 月 9 日(日)  9:30～16:00 

セミナー＝7 月 9 日(日) 9:30～12:30 

長崎 

●商談会：デンツプライシロナ製品を一挙展示 

●セミナー： 

・演題：「歯内療法の成功を高める基礎をおさえた 

スピーディーエンド」

・講師：辻本真規先生 

        （長﨑大学大学院医歯薬学総合 

研究科齲蝕学分野）

●会場 ：㈱UK デンタル長崎店 3F UK ホール 

●商談会：来場無料 

●セミナー定員：20 名 

●セミナー受講料：8,000 円（消費税込） 

●問合せ：㈱UK デンタル長崎店 ℡095-818-0102 

デンツプライシロナの取り扱い機器を一挙展示し、システマチックでシンプルなエンドシステム&デジタルデンティストリーに触れて体

感できる商談会です。また、両日に渡り CEREC デモンストレーション実施いたします。 

さらに日曜日には辻本真規先生をお招きし、今さら聞けない歯内療法の基本から最新のマイクロスコープを使った歯内療法まで、明日か

らの臨床が変わるようにお話しいただき、また、各種 Ni-Ti file の使い分けや根管解剖を考えた根管形成、根管充填のポイントを含め、

全体を通してマイクロスコープを使った治療動画で実際の方法やポイントを解説いただきます。 

 

開催地 

UK 体験会・相談会 in 鹿児島 

CEREC を用いた歯科医院経営を 

       スタートしてみませんか？ 

●鹿児島市＝7 月 8 日(土) 15:00～18:00 

●大隅地区＝8 月 5 日(土) 15:00～18:00 

●霧島地区＝8 月 26 日(土) 15:00～18:00 

鹿児島 

国内 2,000 施設を超える導入実績の CEREC 体験

会・相談会です。撮影からデザインまで、豊富な機

能を搭載しながらもこれまで以上にシンプルに使い

やすくなった CEREC システムを実機デモ機にてご

体感いただけます。 

●鹿児島市会場：㈱UK デンタル鹿児島店 3F UK ホール 

●大隅地区会場：大隅鹿屋病院 研修室 

●霧島地区会場：パークプラザ 2F（霧島市国分中央） 

●参加費：無料（体験会・相談会のご希望時間帯をお知らせください。） 

●問合せ：㈱UK デンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 

 

開催地 

『川嵜塾』アドバンスコース 2017 

～基礎力を高め・応用力を磨き 

・確実で精度の高い診療を～

拡大視野における MＩ治療を習得する 

「マイクロデンティスト」・「リアルデンティスト」

育成講座 

第 5 回：7 月 8 日(土)・9 日(日)、第 6 回：8 月 5 日(土)・6 日(日) 

第 7 回：9 月 2 日(土)・3 日(日)、第 8 回：10 月 14 日(土)・15 日(日) 

※時間＝土曜日 15:00～19:00、日曜日 9:00～16:00 

熊本 

●講師：川嵜 俊明 先生（熊本市開業） 

●インストラクター：陶山 新吾 先生 

（久留米市開業）

※第 1、2、3、4 回目は終了いたしました。 

●会場 ：川﨑歯科医院 研修室 3F（熊本市中央区安政町） 

●定員 ：12 名 

●受講料：新規実習あり 600,000 円、再受講実習あり 400,000 円 

再受講聴講のみ 1 回 10,000 円（消費税別） 

●問合せ：川嵜塾事務局（㈲マクロン内） ℡096-385-0811 担当＝古家

第 1 回：歯科医療の基礎と基礎資料収集、診査・診断、治療計画の立案、第 2 回：咬合診断、第 3 回：歯周外科、第 4 回：コンポジ

ットレジン、第 5 回：マイクロエンド、第 6 回：審美修復、第 7 回：ラミネートベニア・インプラント、第 8 回：まとめ・質疑応答・

ケースプレゼンテーション 

 

開催地 
第 9 回熊本歯牙移植研究会 

あすか会・熊本歯牙移植研究会 合同勉強会 
2017 年 7 月 8 日(土) 19:00～ 

熊本 
「歯牙移植の基本、成功するためのポイント 

           ：臨床症例をふまえて」 

●会場 ：熊本県歯科医師会館 3F 会議室 

●会費 ：開業医 10,000 円、勤務医 4,000 円（年 4 回開催年会費） 

開業医 3,000 円、勤務医 1,500 円（単回受講会費） 

●問合せ：佐藤歯科クリニック ℡0967-22-5131／Fax0967-22-5132
 

開催地 
なるほどペリオ講座 

～Prof.天野と Dr.ヒロのペリオワールド～ 
2017 年  7 月 9 日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●講師：天野 敦雄 先生 

（大阪大学大学院歯学研究科 

口腔分子免疫制御学講座 予防歯科学分野教授）

   山本 浩正 先生 

（山本歯科院長／PEC 主宰） 

●会場 ：電気みらいホール 

●定員 ：400 名 

●受講料：歯科医師 8,000 円、歯科衛生士・他 6,000 円 

●問合せ：ウエルテックセミナー事務局（㈲あゆみコーポレーション内） 

          ℡06-6131-6605 担当＝八木 
 

開催地 
2017 Workshop by Masumi Nagatani 

超音波・歯周治療実践セミナー【ベーシックコース】
2017 年  7 月 9 日(日) 12:00～17:30 

福岡 
●講師：長谷 ますみ 先生 

         （NDL㈱代表取締役） 

●会場 ：八重洲博多ビル 

●定員 ：16 名 

●受講料：30,000 円（消費税込） 

●問合せ：白水貿易㈱福岡営業所 ℡092-432-4618 
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開催地 

モリタ友の会クリニカルチャー研修会 

診査から始まる SPT とメインテナンス 

～患者さんを支える 

  プロケア・セルフケアを見つめ直そう～ 

2017 年 7 月 9 日(日) 10:00～16:00 

鹿児島 

●講師：片山 章子 先生 

（医療法人社団純厚会 

銀座デンタルケアークリニック勤務）

●会場 ：サンプラザ天文館 2F E-3 号室 

●定員 ：30 名 

●受講料：モリタ友の会会員 16,200 円、会員スタッフ１９,440 円 

未入会 30,240 円（消費税込） 

●問合せ：㈱モリタ鹿児島営業所セミナー係 ℡099-251-1778 
 

開催地 

UK コース in 熊本 

2017 第 11 期 歯牙移動セミナー 

～歯列矯正 Basic Course～ 

Stage3：7 月 15 日(土)・16 日(日)、Stage4：8 月 19 日(土)・20 日(日) 

※時間： 土曜日＝15:30～19:30、日曜日＝ 9:30～16:30  

熊本 

●講師：犬童 寛治 先生 

     （熊本市／八代市／矯正専門開業）  

    田中 勝寛 先生（大川市矯正専門開業）

    久永 豊 先生（矯正専門医） 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

※Stage１、2 は終了したしました。 

●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 2F UK ホール 

     ※但し、Stage1 初日（土曜日）のみ写真撮影実習につき、 

           ㈱ヨシダ熊本営業所にて開催。（スタッフ同伴参加可）

●定員 ：10 名（申込先着順） 

●受講料：4 回合計 378,000 円（実習器材代込・消費税込） ※分割支払い可

     ※矯正に必要なインスツルメント等は別途必要です。 

●問合せ：㈱UK デンタル企画室 ℡096-377-2555 

本セミナーでは、診断および歯牙移動のリスク、また矯正技工操作（シミュレーション SET UP 模型製作、インダイレクトボンディン

グシステムなど）による治療目標の明確化はもとより、国内で初めて実習用マネキンとタイポドントオリジナル咬合器（実際に歯牙を動

かす実習）を併用し、臨床に則した環境で歯牙移動を体験しながら学べるような内容です.。加えて、矯正用ミニ・スクリューインプラ

ントアンカー等を用い、歯牙移動をより効果的に動かせる実践的なセミナーになっております。また、アフターフォローとしてセミナー

受講生で構成する矯正勉強会への参加や Remote Operate System（遠隔操作）による個別指導も行っております。 
 

開催地 
鹿児島大学歯学部同窓会 卒後研修委員会主催 

「開業医のための実践矯正セミナー」 

2017 年 第 3 回：7 月 15 日(土)、第 4 回・終了式：7 月 16 日(日) 

時間：各日 9:30～19:00 

鹿児島 

●講師：鹿児島大学大学院  

     歯科矯正学分野の先生方及び特別講師 

【ベーシックコース】 

 「成長期の患者における 

検査、分析、診断および治療」 

【アドバンスコース】 

 「永久歯例期の患者における 

検査、分析、診断および治療」 

※第 1、2 回目は終了いたしました。 

●会場 ：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科棟 1（歯学系）3F 第 1 示説室

●定員 ：ベーシックコース 6 名程度、アドバンスコース若干名 

     ※アドバンスコースはベーシックコース修了者のみ対象 

●受講料：鹿児島大学歯学部同窓会会員 

      ベーシック 250,000 円、アドバンス 260,000 円 

     鹿児島大学歯学部同窓会非会員 

      ベーシック 260,000 円、アドバンス 270,000 円 

     ※実習で使用する器具・材料等の費用含む 

●問合せ：オーラルケアステーション永田歯科  

                 永田真一先生 ℡099-225-5500 
 

開催地 

公益社団法人日本口腔インプラント学会認定講習会

九州インプラント研究会 

第 23 期 KＩRG コース 2017 

第 4 回：7 月 15 日(土)・16 日(日)、第 5 回：8 月 19 日(土)・20 日(日) 

第 6 回：9 月 16 日(土)・17 日(日)、第 7 回：10 月 21 日(土)・22 日(日) 

第 8 回：11 月 18 日(土)・19 日(日) 

※時間：各回とも土曜日 9:00～17:00、日曜日 9:00～16:00 

熊本 

●九州インプラント研究会会長：伊東 隆利 先生

●日本口腔インプラント学会指定研修施設講師陣 

●招待特別講師陣 

●主催：九州インプラント研究会（KＩRG） 

※第 1、2、3 回目は終了いたしました。 

●会場 ：九州インプラント研究会研修施設（熊本市桜町） 

●定員 ：24 名 

●受講料：800,000 円（申込金 100,000 円含） 

      （器材・材料費別途 150,000 円・消費税込） 

●問合せ：九州インプラント研究会 研修施設（熊本デンタルフォーラム内） 

       担当＝佐藤 ℡096-352-5976／Fax096-359-0261 

日本口腔インプラント学会認定認証医・専門医受験申請資格を得るためには学会が定めた研修施設において所定の講習を受講し、その後

継続して指導を受けなければなりません。九州インプラント研究会（KＩRG）では受講生の皆さんに一流の講師陣によるベーシックか

らアドバンスまでの広範な知識と技術の修得のお手伝いをさせていただいています。 
 

開催地 

UK セミナー in 熊本 

歯科医師のための『ほんとうの超音波スケーラー論』

～どう選び、いつ、どう使うか？～ 

2017 年 7 月 17 日(月／祝) 10:00～16:00 

熊本 

●講師：大野 純一 先生（大野歯科医院院長） 

●協賛：デンツプライシロナ㈱ 

※日歯生涯研修認定セミナー！  

●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 2F UK ホール 

●定員 ：16 名（お申込先着順）※満員御礼！ 

●受講料：35,000 円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UK デンタル熊本店 ℡096-377-2555 

【講義】～どう選び、いつ、どう使うか？理論編～  

●根面インスツルメンテーション（SRP とデブライドメント）、●超音波スケーラー論、●超音波スケーラーの臨床応用（4 つのルール）

【実習】～どう使うか？キャビトロンを使いこなす！実習編～ 

●キャビトロンの概要と診療室内での運用、●最低限準備したいインサートチップの選択と使用法（模型実習） 
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開催地 

㈲東臨床歯周病研究所 

日本歯周病学会・歯周病認定医・専門医取得のため

の歯周治療実践コース（5 回コース） 

2017 年 後期 

第 1 回：7 月 22 日(土)・23 日(日)、第 2 回：8 月 19 日(土)・20 日(日) 

第 3 回：9 月 16 日(土)・17 日(日)、第 4 回：10 月 21 日(土)・22 日(日) 

第 5 回：11 月 18 日(土)・19 日(日) 

※時間＝土曜日：15:00～20:00、日曜日：10:00～17:00 

熊本 

●講師： 

東 克章 先生（日本歯周病学会指導医／熊本市開業）

栃原秀紀 先生（熊本市開業） 

林 康博 先生（熊本県菊池市開業） 

上田幸子先生（AFD 未来歯会インストラクター） 

●アシスタント：緒方克哉先生 

●会場 ：栃原歯科研究室 5F（熊本市中央区下通） 

●受講料：1 回（2 日間）歯科医師 100,000 円 

     ※5 回合計（10 日間）500,000 円 

          ※材料費・日曜日昼食費・消費税込 

●問合せ：㈲東臨床歯周病研究所 ℡&Fax096-343-3357 

 

開催地 

2017年度 第11期 KDM BASIC SEMINAR

「患者さんと長くかかわる信頼の歯科医療を 

                 目指して」 

～わかりやすい講義と納得の実習～ 

第 5 回：7 月 22 日(土)・23 日(日)、第 6 回：8 月 19 日(土)・20 日(日) 

※時間：土曜日＝15:00～19:00、日曜日＝9:00～16:00（昼食付） 

※第 1、2、3、4 回目は終了いたしました。 

熊本 

●講師陣： 

 市川康裕先生／大淵義見先生／片山建一先生 

 川端憲彦先生／栗原健一先生／小林裕介先生 

 境 大助先生／高木雅子先生／栃原秀紀先生 

 永田省藏先生／南川剛寛先生／林 康博先生 

 東 克章先生／裵 福泰先生／松田光正先生 

 山口英司先生／渡邉祐康先生 

●会場 ：栃原歯科 研修室（熊本市下通り 栃原ビル 3F） 

●定員 ：10 名 

●受講料：1 回 60,000 円（6 回合計 360,000 円） 

●問合せ：新外レッツ歯科 山口英司先生 ℡096-360-3900 

     メールアドレス info＠lets-shika．com 

●申込先：㈱UK デンタル熊本店 ℡096-377-2555 担当＝小田 

1 回目：臨床資料をどう集めて、いかに活用するか、2 回目：歯周治療とメインテナンス、3 回目：補綴物を長期間維持するために Part1

（補綴前処置から歯冠補綴／歯内療法の基本）、4 回目：補綴物を長期間維持するため Part2（歯周環境の確立／MTM／自家歯牙移植）、

5 回目：咬合と顎運動／欠損補綴の考え方、6 回目：まとめと受講者全員によるケースプレ／力の話題／臨床統計 
 

開催地 

Fukuoka Clinical Dental Course 2017 

 

 歯科医院を成功させるために～ 

    GP としての総合力を身につけるコース

第 2 回：7 月 22 日・23 日＝診断・治療計画 

第 3 回：8 月 26 日・27 日＝初期治療（咬合と炎症） 

第 4 回：9 月 30 日・10 月 1 日＝歯周外科 

第 5 回：10 月 28 日・29 日＝成人矯正 

第 6 回：11 月 25 日・26 日＝インプラント 

第 7 回：12 月 23 日・24 日＝補綴 1（エンド・形成） 

第 8 回：2018 年 1 月 27 日・28 日＝補綴 2（形成・プロビ） 

第 9 回：2018 年 2 月 24 日・25 日＝審美修復（ベニア） 

第 10 回：2018 年 3 月 24 日・25 日＝診断・治療計画・コンサルテーション 

※時間：各回とも土曜日 10:00～18:00、日曜日10:00～17:00 

福岡 

●講師：藤本 博 先生（熊本県荒尾市開業） 

    徳田 将典 先生（福岡県春日市開業）

    飯田 啓介 先生（愛知県開業） 

※第 1 回目は終了いたしました。 

●会場 ：シロナデンタルシステムズ福岡支店 

●定員 ：16 名  

●申込金：108,000 円 

●受講料：一括 1,080,000 円、分割 108,000 円×10 回（総額 1,188,000 円）

●問合せ：FCDC 事務局（ふじもと歯科医院内） 

 Fax0968-68-3859／fcdc@fujimoto-dental.jp 

大きく変革して行く歯科界、ある時はインプラント、またある時は審美修復と日々あふれる情報の中で私たちはそれらに振り回されるこ

となく確固としたコンセプトを持つ必要があります。このコースでは明確な「治療ゴール」を設定する上で最も大切な「診断力」を身に

付けることを目的とし、必要十分な資料採得の方法から、確実でより高度な治療が出来るようになることまでを目指します。それにより

歯科臨床のレベルアップが可能となり患者さん、スタッフ、さらに自分がストレスなく楽しく仕事が出来るようになることでしょう。
 

開催地 

UK セミナー in 宮崎 2017 

定期管理型医院システムで 

今から変わる！今からでも変われる！セミナー 

２０１７年 7 月 23 日(日) 10:00～13:00 

宮崎 

●講師：牧野 泰千 先生 

    （スマイルケア西王子デンタルクリニック）

●会場 ：㈱UK デンタル宮崎店 2F UK ホール  

●定員 ：30 名（お申込先着順） 

●受講料：3,000 円（消費税込） 

●問合せ：㈱UK デンタル宮崎店 ℡0985-35-6533 担当＝山中 

定期管理型医院システムは、患者さんの満足、働くスタッフの満足、そして経営者の満足の 3 つの満足が満たされることを念願に

マネジメントされています。予防メインテナンスとはどういうものか？定期管理型歯科医院のシステムはどのようなものか？スマ

イルケア西八王子デンタルクリニックの医院データと臨床例をもとにお話しいただきます。 

 

開催地 

マイクロスコープ導入のための 1day セミナー 

まずは抜歯から 

～マイクロデンタルサージェリーのすすめ～ 

2017 年 7 月 23 日(日) 10:00～16:00 

福岡 
●講師：柴原 清隆 先生 

  （柴原歯科医院太宰府インプラント研究所院長）

●会場 ：八重洲博多ビル 11F ホールＢ 

●定員 ：20 名 

●受講料：10,800 円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：白水貿易㈱福岡営業所 ℡092-432-4618 
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開催地 
GC インプラントミーティング 2017 in 九州 

「包括的歯科治療におけるインプラントの役割」 
2017 年 7 月 23 日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●講師：下川 公一 先生（福岡県北九州市開業）

    古谷野 潔 先生 

    （九州大学大学院歯学研究院 

口腔機能修復学講座 

インプラント・義歯補綴学分野教授）

    倉富 覚 先生（福岡県北九州市開業） 

●会場 ：電気ビル共創館カンファレンス C 

●定員 ：100 名 

●受講料：GC 友の会会員 10,800 円 

会員以外 21,600 円（講義資料代・昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 

 

開催地 

ペリオ！インプラント！コミュニケーション！ 

        メインテナンスを再考する！ 

Win Win Win Seminar 

臨床テクニックのステップアップ！実践編！ 

2017 年 7 月 23 日(日) 9:30～13:30 

熊本 

●講師：本田 貴子 先生（フリーランス） 

    豊永 久美 先生（フリーランス） 

    大林 尚子 先生 

（フリーランス／ライオン歯科材） 

●会場 ：学校法人中島学園 熊本歯科技術専門学校 

●定員 ：24 名限定 

●受講料：15,000 円  

●問合せ：Merci&Merci Takako Dental Hygienist Office 本田貴子 

     ℡090-9651-4504／ mail：merci.and.merci@gmail.com 

 

開催地 
2017 年 TMD（MDS）セミナー 

Jankelson の筋肉位理論 

4 回目＝7 月 23 日(日)、5 回目＝9 月 10 日(日)、6 回目＝11 月 5 日(日) 

※時間＝各回とも 9:30～16:30 

福岡 

●講師：KNRG 講師陣 

※第 1、2、3 回目は終了いたしました。 

●会場 ：福岡ビル 9F 

●受講料：1 回 30,000 円（6 回合計 180,000 円） 

●問合せ：かどおか歯科医院 ℡096-379-6474 担当＝角岡 

患者さんが求めている顎位をどこに設定していくかという問題を、Jankelson の筋肉位理論による神経・筋肉からのアプローチによっ

て考え、患者本来の顎位を見つけ出し、TMD の治療をしていくことを皆さんと共に勉強していくセミナーです。 

【主な内容】筋肉位理論と ME 機器の使い方、筋肉解剖学と生化学、データ診断とバイト採得、神経生理学、耳鼻科領域と咬合、筋肉

と超音波治療、2 次的矯正治療について、頚椎学と生理学、MRI と CT 画像診断、会員ケースプレ、患者さんのデータ採得とバイト、

オルソーシスセット、レジン添加等々。 

 

開催地 

FUKUOKA DH COURSE 

炎症のコントロールが出来る衛生士になろう 

＜第 2 期＞ 

第 2 回：7 月 23 日(日)、第 3 回：8 月 27 日(日)、第 4 回：9 月 17 日(日) 

第 5 回：10 月 22 日(日)、第 6 回：11 月 26 日(日)、第 7 回：12 月 17 日(日)

第 8 回：2018 年 1 月 28 日(日)、第 9 回：2 月 25 日(日) 

※時間＝各回 10:00～16:00 

福岡 

●講師陣： 

岡村乃里恵 先生（ラ・プレシャス代表） 

小坪義博先生 

（KOTSUBO DENTAL CLINIC 院長） 

柴原由美子先生（歯科医師・ライフセラピスト） 

中原三枝先生（STYLISH SCHOOL 代表） 

堤内久枝先生（DH HIYOKOCLUB 代表） 

水町幸恵先生（デンタルピュアワーキング代表） 

※第 1 回目は終了いたしました。 

●会場 ：博多駅周辺 

※相互実習時は久留米スマイル歯科医院 

●定員 ：24 名 

●受講料：84,000 円（昼食費・懇親会費・消費税込） 

●問合せ：デンタルピュアワーキング ℡090-6639-0653（水町）  

     E-mail：romeos_dh@yahoo.co.jp 

 

開催地 
第 22 期 インプラントの実践コース 2017 

インプラントセンター・九州 主催 

第 4 回：7 月 29 日(土)・30 日(日) 、第 5 回：8 月 19 日(土)・20 日(日) 

第 6 回：9 月 23 日(土)・24 日(日) 

※時間：各回とも土曜日 10:00～18:00、日曜日9:00～16:00 

熊本 

●講師：中村 社綱 先生 

（インプラントセンター・九州代表 

／熊本大学医学部医学科臨床教授 

      ／デンタルコンセプト 21 最高顧問）

●第 3 回目ゲスト講師：古谷野 潔 先生 

（九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座 

インプラント・義歯補綴学分野 教授）

※第 1、2、3 回目は終了いたしました。 

●会場 ：インプラントセンター・九州 研修室 

●定員 ：16 名 

●受講料：600,000 円（100,000 円×6 回） 

      （材料費・昼食費・消費税込） 

●問合せ：インプラントセンター・九州 

        ℡096-319-1010／Fax096-319-1011 

第 1 回＝「歯周治療とインプラント治療」、第 2 回＝「欠損歯列の診断とインプラント治療計画」、第 3 回＝「CT（ファインキューブ）

による診査・診断・治療計画」、第 4 回＝「インプラント治療と骨造成」、第 5 回＝「ブローネマルクインプラント・スピーディーイン

プラント・アクティブインプラント」、第 6 回＝「即時荷重と Flapless 手術／総括」 

※本コースは、ノーベルバイオケア社、ストローマン社、ジオメディ社の認定コースになっております。 
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開催地 
UK セミナー in 福岡 

GDS デンチャー総論セミナー 

2017 年 7 月 29 日(土) 14:00～19:00 

7 月 30 日(日) 10:00～16:30 

福岡 

●講師：松本 勝利 先生 

    （GLOBAL DENTAL SYSTEM 代表 

             ／福島県開業） 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール 

●定員 ：30 名 ※満員御礼！ 

●受講料：歯科医師様 32,400 円、歯科技工士様 21,600 円 

     オブザーバー受講 6,480 円（座席数に限りがあります） 

●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811 

総義歯治療は、「無」から「有」を生み出す歯科治療の集大成のような治療行為であり、「経験と勘」が必要とされる「匠」の世界といわ

れます。「義歯」という大きなカテゴリーの中から、日常臨床における「印象採取」、「咬合採取」、「人工歯排列ポジションの基準」、

「咬合の与え方」、「義歯セット」における考え方とそのポイント、そして、局部床義歯やインプラントパーシャルオーバーデンチャー

治療の設計のポイントについてもお話しいただきます。 
 

開催地 

モリタ友の会クリニカルチャー研修会 

「ニューロマスキュラー咬合セミナー」 

（福岡 1.5 日コース） 

2017 年 7 月 29 日(土) 13:00～17:30 

7 月 30 日(日)   9:00～16:00 

福岡 

●講師：池田 正人 先生 

（福岡市開業／国際顎頭蓋機能学会【ICCMO】 

 マスターシップ会員 ICCMO 日本支部会副会長）

    高松 尚史 先生 

（熊本市開業／国際顎頭蓋機能学会【ICCMO】 

             フェローシップ会員）

    三好 優輝 先生  

（熊本県宇城市開業／国際顎頭蓋機能学会 

【ICCMO】フェローシップ会員）

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●定員 ：各 10 名 

●受講料：モリタ友の会会員 64,800 円、友の会会員スタッフ 68,040 円 

     一般 78,840 円（消費税込） 

●問合せ：㈱モリタ福岡支店 セミナー係 ℡092-611-7011 

 

開催地 

長崎 PＩO 国際歯科センター主催 

第 7 期 Nagasaki Endo 塾 

Basic-Advance 3D Endo Master Course 

第 2 回：7 月 29 日(土)・30 日(日) 

第 3 回：8 月 26 日(土)・27 日(日)、第 4 回：9 月 23 日(土) 

※時間：土曜日＝10:00～18:00、日曜日＝9:00～17:00 

長崎 

●講師：冨永 尚宏 先生 

    （冨永歯科クリニック・PIO 長崎ペリオ 

     ・インプラントセンター院長 

       ／長崎 PIO 国際歯科センター代表）

    石井 信之 先生 

    （神奈川歯科大学歯髄生物学講座教授 

       ／神奈川歯科大学理事長補佐 

         ／PIO エンドセンター代表） 

    佐藤 美香 先生 

   （冨永歯科クリニック・PIO 長崎ペリオ 

     ・インプラントセンター非常勤歯科医師）

※第 1 回目は終了いたしました。 

●会場 ：第 1 回＝㈱UK デンタル長崎店 3F UK ホール 

     第 2～4 回＝長崎 PIO 国際歯科センター 

            （冨永歯科クリニック内 5F 研修室） 

●定員 ：6 名（歯科衛生士・歯科助手同伴可） 

●受講料：490,000 円（テキスト代・材料費・昼食費込） 

     ピックアップ参加費各回 10,800 円（消費税込） 

●問合せ：長崎 PIO 国際歯科センターNagasaki Endo 塾事務局 

     ℡095-827-8000／Fax095-827-5000 担当＝冨永・高橋 

     ㈱UK デンタル長崎店 ℡095-818-0102 担当＝植松 

 

開催地 

UK セミナー in 宮崎 

歯ブラシ 1 本（投資 0 円）の物販から始める 

予防歯科のスタート 

2017 年 7 月 30 日(日) 10:00～16:00 

宮崎 

●講師：三浦 敏美 先生（歯科医師 

             ／医院経営サポート）

●会場 ：㈱UK デンタル宮崎店 2F UK ホール 

●定員 ：40 名 

●受講料：歯科医師・スタッフペア 10,800 円 

スタッフ追加 1 名様 5,400 円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UK デンタル宮崎店 ℡0985-35-6533 担当＝下田 

予防型歯科医院への変革により、売上約 4 倍、物販年間売上 700 万以上、自費率 70%以上になった足跡を振り返りながら、予防歯科

の重要性と変革のノウハウについてご講演いただきます。 

 

開催地 NT 開業前歯科医師セミナー 

第 1 回：7 月 30 日(日) 9:30～13:30 

第２回：８月１1 日(金) 10:00～16:00 

第 3 回：9 月 10 日(日) 10:00～16:00 

長崎 

●講師：高﨑 智也 先生 

   （東北大学歯学部予防歯科学講座非常勤講師）

●会場 ：第 1 回：アクロス福岡 

第 2 回&3 回：NATURAL TEETH（長崎県平戸市生月町） 

●対象 ：開業・医院継承前の歯科医師 

●定員 ：6 名 ※残り座席 1 名 

●受講料：216,000 円（生月での昼食費・消費税込）  

●問合せ：NATURAL TEETH E-mail : nteeth@gmail.com 

開業医院継承前の歯科医師の先生を対象にしています。開業して 12 年が経ちました。僕が考える歯科医院経営者そして臨床家として大

切にしている事を少人数のコースでお伝えします。時間があれば、マイクロスコープの基本もお伝え出来たらと考えています。 
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開催地 

平成 29 年度九州歯科大学宮崎県同窓会 

県北地区学術講演会 

「歯科医院で目指すべき滅菌消毒」（仮題） 

2017 年 8 月 5 日(土) 16:00～18:00 

宮崎 

●講師：生田 図南 先生 

    （九州歯科大学 29 期 

／熊本県天草市開業：生田歯科医院院長）

●会場 ：延岡市歯科医師会館 

●受講料：無料 

●問合せ：北浦歯科医院（担当：林正太郎先生） 

℡&Fax0982-45-3334 

E-mail：hataro28@kud.biglobe.ne.jp 
 

開催地 

咬合の真髄に迫る！ 

総義歯からのアプローチ×矯正からのアプローチ 

～UK デンタル協賛～ 

2017 年  8 月 6 日(日) 10:00～17:00 

福岡 

●講師：松本 勝利 先生 

    （GROBAL DENTAL SYSTEM 代表 

                ／福島県開業）

    白数 明義 先生 

    （白数デンタルオフィス：岡山市開業） 

●会場 ：JR 博多シティ会議室 10F 

●定員 ：100 名 ※残り座席数わずか！ 

●受講料：歯科医師 20,000 円、歯科技工士 15,000 円（消費税込） 

●主催・問合せ：白水貿易㈱福岡営業所 ℡092-432-4618 

●協賛 ：㈱UK デンタル ℡096-377-2555 

 

開催地 
Dental Staff Study Group“FOCUS！” 

6 回コース 

第 4 回：8 月 6 日(日)、第 5 回：10 月 1 日(日)、第 6 回：12 月 3 日(日)  

※時間：各回 13:00～16:30 

熊本 

●講師陣： 

1 回目＝森口光成先生（M2 セラミックオフィス）

2 回目＝東 克章先生（東歯科医院院長） 

3 回目＝松永 久先生（松永歯科医院院長）  

4 回目＝牛島 隆先生（牛島歯科医院院長） 

5 回目＝中村社綱先生 

（インプラントセンター・九州代表）

6 回目＝福本厚子先生／田中亜矢先生 

豊永久美先生／本田貴子先生 

※第 1、2、3 回目は終了いたしました。 

●会場 ：森都心プラザ C 会議室  

●定員 ：各回 30 名 

●受講料：全受講 18,000 円、単発受講 3,500 円  

※単発受講座席数残りわずか！ 

●問合せ：Merci&Merci Takako Dental Hygienist Office 本田貴子 

     ℡090-9651-4504／ mail：merci.and.merci@gmail.com 

 

開催地 
Xive ザイブインプラントシステム 

インプラントの審美と長期予後を両立させるために
2017 年 8 月 6 日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●講師：有吉 洋 先生 

    （熊本県熊本市開業 

        ／日本顎咬合学会会員指導医） 

●会場 ：アクロス福岡 601 会議室 

●定員 ：12 名 

●受講料：15,000 円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：デンツプライシロナ㈱ ℡03-5114-1008 

 

開催地 

ペンエンドスタディクラブインジャパン九州 

発足記念講演会 

「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～ 

■福岡会場＝2017 年  8 月 11 日(金／祝) 10:00～17:00 

■熊本会場＝2017 年 11 月 5 日(日) 10:00～17:00 

福岡 

・ 

熊本 

●講演演者： 

松浦 顯 先生（福岡市開業）  

 松下 幸誠 先生（鹿児島市開業） 

牛島 正雄 先生（北九州市牛島歯科医院勤務）

牛島 寛 先生（福岡市牛島歯科医院勤務） 

根井 俊輔 先生（宮崎市開業） 

●会場 ：■福岡会場＝JR 博多シティ会議室（アミュプラザ 9F） 

     ■熊本会場＝熊本商工会議所ビル 6F 会議室 

●定員 ：各会場とも 60 名 

●受講料：歯科医師 16,200 円、スタッフ 5,400 円（昼食費・消費税込）  

●問合せ：PESCJ 九州事務局（牛島歯科医院内）℡092-431-1783 

     E-mail：pennendokyushu@gmai.com 
 

開催地 

MTA の第一人者 Dr.ジョージ・ボーゲン 

イブニングセミナー 

㈱デンタルプロモーション主催 

㈱UK デンタル協賛 

■鹿児島会場＝2017 年 8 月 16 日(水) 19:00～22:00 

■熊本会場 ＝2017 年 8 月 17 日(木) 19:00～22:00 

■福岡会場 ＝2017 年 8 月 18 日(金) 19:00～22:00 

鹿児島 

・ 

熊本 

・ 

福岡 

●演題・講師： 

 「MTA を用いた歯髄保存療法」 

 「最先端のエンド再生療法」 

ジョージ・ボーゲン 先生 

（UCLA 歯学部臨床インストラクター） 

 「第 4 世代のエンド・モーター」 

 清水 藤太 先生（ロサンゼルス開業 

  ／UCLA 歯学部クリニカルインストラクター

      ／日本大学松戸歯学部客員教授） 

●会場 ：■鹿児島会場＝鹿児島県歯科医師会館 

■熊本会場＝TKP ガーデンシティ熊本（ホテルサンルート 3F） 

     ■福岡会場＝TKP ガーデンシティ博多新幹線口 5F 

●定員 ：各会場とも 50 名 

●受講料：歯科医師 15,000 円（消費税込）  

●問合せ：㈱UK デンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 

     ㈱UK デンタル熊本店 ℡096-377-2555 

     ㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811 
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開催地 

モリタ友の会クリニカルチャー研修会 

セラビアン ZR を用いた初めてのジルコニア 

    オールセラミッククラウンの製作（基礎編）

2017 年 8 月 19 日(土) 10:00～17:00 

福岡 
●講師：崎田 竜仁 先生 

（㈱鹿児島ミリングセンター代表） 

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●定員 ：10 名 

●受講料：モリタ友の会会員 21,600 円、会員スタッフ 24,840 円 

未入会 35,640 円 

（ジルコニアフレーム代・器材代・昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011 

 

開催地 

2017 年 南薩歯科医師会主催 

歯科医院における接遇セミナー 

～患者満足度を高める為の接遇のポイント～ 

2017 年 8 月 19 日(土) 15:00～16:30 

鹿児島 

●講師：山下 雅美 氏 

（モリタ福岡支店セールスプロモーショングループ

／歯科衛生士）

●会場 ：南九州市市民交流センター ひわまり館（南九州市川辺町） 

●受講料：無料 

 

開催地 

Dentsply Sirona Presents 

北米・西海岸の歯内療法 ハンズオンコース 

～感染根管治療編～ 

2017 年 8 月 20 日(日) 10:00～17:00 

福岡 

●講師：松浦 顯 先生 

（米国歯内療法専門医 

／福岡市内：歯内療法専門歯科医院）

●会場 ：JR 博多シティ 10F C＋D 会議室 

●定員 ：16 名 

●受講料：早期割引（7 月 31 日迄）25,000 円 

     早期割引期間以降 28,000 円（消費税込） 

●問合せ：デンツプライシロナ㈱ ℡03-5114-1008 
 

開催地 

Kumamoto SJCD Open Summer Seminar 

“Immediate implant placement into extraction 

sites by 4L Concept”&“Consideeration of 

Peri-Implantitis” 

2017 年 8 月 20 日(日) 9:30～16:30 

熊本 

●講師：伊藤 雄策 先生 

（大阪府新大阪開業 

／SJCD 大阪会員・相談役 

／SJCD インターナショナル常任理事）

    李 熙慶 先生 

    （大韓移植インプラント歯科学会 

研究ディレクター） 

●会場 ：熊本県歯科医師会館 ホール 

●定員 ：100 名 

●受講料：SJCD 会員歯科医師 5,000 円、会員その他 3,000 円 

非会員歯科医師 8,000 円、非会員その他 5,000 円 

●問合せ：熊本 SJCD 事務局 ℡096-331-0567 

     E-mail：taka@ourdent.com 

     http://www.kumamoto-sjcd.com/ 
 

開催地 

モリタ友の会クリニカルチャー講演会 

診療効率が大幅にアップ！ 

最新の修復システムを用いた審美修復の実際 

2017 年 8 月 20 日(日) 13:00～16:00 

福岡 
●講師：宮崎 真至 先生 

（日本大学歯学部保存学教室修復学講座教授）

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●定員 ：50 名 

●受講料：モリタ友の会会員 8,640 円、会員スタッフ 11,880 円 

未入会 22,680 円 

●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011 

 

開催地 

KaVo Seminar 2017 プレパレーションセミナー

～日常のプレパレーションから CAD/CAM の 

プレパレーションまで、ワンランクアップする

アプローチとテクニックを教授します～

2017 年 8 月 20 日(日) 10:00～17:00 

福岡 ●講師：中村 健太郎 先生 

●会場 ：Kavo 福岡セミナールーム 

●定員 ：30 名 

●受講料：22,000 円（消費税込） 

●問合せ：カボデンタルシステムズジャパン㈱ ℡092-441-4516 

 

開催地 

Er：YAG LASER for Quality of Life 

Er：YAG レーザーが全身健康に寄与し、 

       患者さんの生活レベルを向上させる

2017 年 8 月 27 日(日) 11:00～16:30 

福岡 

●講師：吉嶺 嘉人 先生（九州大学歯学部准教授）

     萩野 真介 先生（福岡県糸島市開業） 

    髙橋 聡 先生（福岡県直方市開業） 

●レーザー体験会同時開催！ 

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●定員 ：40 名 

●受講料：5,000 円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011 
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開催地 
第 17 回日本歯科東洋医学会九州支部講演会 

～融合医療 日本 総合スタンダードへ～ 
2017 年 8 月 27 日(日) 9:00～16:00 

福岡 

●特別講演：西川 岳儀 先生（西川歯科） 

      福岡 博史 先生 

（医療法人社団明徳会福岡歯科）

●九州支部理事講演： 

平野尚史先生／渡辺知則先生／小原浩司先生

●会場 ：福岡県歯科医師会館 

●受講料：事前登録歯科医師（弁当あり）9,000 円 

当日受付歯科医師（弁当なし）10,000 円 

学生・パラデンタルスタッフ 5,000 円 

●問合せ：九州支部事務局（くさの歯科医院） 

℡0944-53-0488 草野真理子先生 

 

開催地 

第 6 回 日本包括歯科臨床学会学術大会・総会 

全身と口腔の調和を求めて 

～Global Standard への挑戦～ 

2017 年  9 月 2 日(土) 13:00～18:00 

9 月 3 日(日)  9:00～16:30 

福岡 

●特別講演： 

横田 誠 先生（九州歯科大学名誉教授）  

 小濵 忠一 先生（福島県開業） 

●会員講演（セッション）： 

 筒井照子先生／田代孝久先生／樋口琢善先生 

 瀬戸泰介先生／山本真道先生／西林滋先生 

中村由希子先生／石橋亜矢先生／増田長次郎先生

筒井祐介先生／広瀬了美先生／その他 

●テーブルクリニック 

●ランチョン・イブニングセミナー 

●会場 ：電気ビルみらいホール（福岡市中央区） 

●参加費：【早期登録（8 月 7 日迄）】 

会員歯科医師・勤務医 15,000 円、非会員歯科医師 18,000 円 

研修医・歯科技工士 6,000 円、コデンタル 4,000 円 

【当日登録】 

会員歯科医師・勤務医 20,000 円、非会員歯科医師 23,000 円 

研修医・歯科技工士 8,000 円、コデンタル 6,000 円 

●問合せ：日本包括歯科臨床学会事務局 ℡03-6826-8099 

※詳細はホームページをご参照ください！ http://22i.gr.jp/comp/ 

 

開催地 

UK セミナー in 宮崎 

患者さんから評価されるコンポジットレジン修復 

充填スキルアップセミナー 実習コース 

2017 年 9 月  3 日(日) 9:30～16:30 

宮崎 

●講師：宮崎 真至 先生 

   （日本大学教授・歯学部保存学教室修復講座）

※日歯生涯研修認定セミナー！  

●会場 ：㈱UK デンタル宮崎店 2F UK ホール 

●定員 ：16 名（お申込先着順） 

●受講料：54,000 円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UK デンタル宮崎店 ℡0985-35-6533 

本セミナーは、光重合レジン修復に必要な基礎知識として、コンポジット充填実習を主体としてハンズオンを通じて日常臨床に役立つテ

クニックを向上させることを主眼においた実習コースです。 

 

開催地 

UK セミナー in  大分 

ホワイトニングは審美修復の第一歩 

～医院と患者の意識を高める 

        ホワイトニングの取り組み～ 

2017 年 9 月  3 日(日) 10:00～16:00 

大分 

●講師 ：松永 興昌 先生 

（福岡市：松永歯科クリニック審美 

・インプラントセンター薬院／院長）

●協賛 ：ウルトラデントジャパン㈱ 

※日歯生涯研修認定セミナー！  

●会場 ：ｉichiko 総合文化センター 4F 中会議室 1 

●定員 ：30 名（お申込先着順） 

●受講料：歯科医師 8,640 円、スタッフ４,320 円 

ペア（歯科医師 1 名＋スタッフ 1 名）受講 10,800 円 

（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UK デンタル大分店 ℡097-513-3988 

ホワイトニングを用いた審美歯科治療への導入から、審美治療の有効なマテリアルの解説も踏まえ、臨床ポイントを解説していただきま

す。【午前の部】患者満足度を上げるホワイトニングの取り組み、【午後の部】審美修復の勘所「臨床を優位に進める材料と使用法」 
 

開催地 

モリタ友の会クリニカルチャー研修会 

歯科医院を変える!院内感染対策のチカラ 

～みんなが安心できる歯科医院作り～ 

2017 年 9 月 3 日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●講師：柏井 伸子 先生 

（㈲ハグクリエイション代表 

    ／口腔科学修士／歯科衛生士） 

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●定員 ：30 名 

●受講料：モリタ友の会会員 16,200 円、会員スタッフ１９,440 円 

未入会 30,240 円（消費税込） 

●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011 
 

開催地 

Pacific Endodontic Reseach Foundation 

JAPAN 

第 10 期 エンドが好きになる 10 日間コース 

第 1 回：9 月 9 日(土)・10 日(日)、第 2 回：10 月 14 日(土)・15 日(日) 

第 3 回：11 月 11 日(土)・12 日(日)、第 4 回：12 月 9 日(土)・10 日(日) 

第 5 回：2018 年 1 月 20 日(土)・21 日(日) 

※時間＝土曜日 15:00～19:00、日曜日 9:00～16:00 

福岡 
●講師：中川 寛一 先生 

   （PERF 認定講師／熊本市開業） 

●会場 ：㈱ジーシー九州営業所 

●定員 ：10 名 

●受講料：550,000 円（資料・実習器材費・基本外科器具・懇親会費込） 

●問合せ：右記ホームページをご参照ください。http://www.perfendj.org 
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開催地 第 4 回あすか会 ハイジニストミーティング 2017 年  9 月 10 日(日) 9:30～16:00 

熊本 

●講演：原 ちひろ 先生 

（医療法人 白水会 歯科衛生士） 

    志柿 洋美 先生 

（添島歯科クリニック 歯科衛生士） 

●会員スタッフ発表 

●会場 ：熊本県歯科医師会館 4F 大ホール 

●定員 ：120 名 

●受講料：歯科医師 5,000 円、衛生士・助手・技工士 4,000 円（昼食費込）

●問合せ：せき歯科クリニック ℡096-360-0310／Fax096-360-0160

           E-mail：sekishikaclinic@medical.email.ne.jp 

 

開催地 
臨床ステップアップセミナー 

第 4 期 2days×6 回コース 

第 1 回：9 月 16 日(土)・17 日(日)、第 2 回：10 月 21 日(土)・22 日(日) 

第 3 回：11 月 25 日(土)・26 日(日) 

第 4 回：2018 年 1 月 27 日(土)・28 日(日) 

第 5 回：2 月 24 日(土)・25 日(日)、第 6 回：3 月 17 日(土)・18 日(日) 

※時間＝土曜日 15:00～19:00、日曜日 10:00～16:00 

熊本 

●講師：松永 久 先生 

   （松永歯科医院院長 

     ／ストローマンインプラント講師） 

    稲留 裕士 先生 

   （にしき歯科医院院長／ 

       サンホワイトデンタルケアクリニック院長）

●会場 ：インプラントセンター・九州 2F 研修室（熊本市内） 

●定員 ：12 名 

●受講料：324,000 円（材料費・日曜昼食費･消費税込）※分割支払可 

●問合せ：臨床ステップアップセミナー事務局（UK デンタル内 担当＝福田）

              ℡096-377-2555 

将来に向けた診療体系づくりをするためのコースです。保険治療から自費治療まで幅広くカバーできるように、多くの実習をとり入れな

がら、懇切丁寧にサポートする 6 回コースです。 

 

開催地 西日本歯科矯正学会学術大会 62th 2017 年  9 月 23 日(土／祝) 9:00～17:00 

福岡 

●演者： 寺山 隆司 先生／松本 晃治 先生 

     陣内 暁夫 先生／三瀬 泰 先生 

     藤田 和徳 先生／坂東 智子 先生 

     浜崎 広二朗 先生 

●会場 ：福岡県歯科医師会館 

●受講料：会員・非会員歯科医師：事前登録 5,000 円、当日 6,000 円 

     歯科衛生士・スタッフ・コデンタル・研修医・学生 

：事前登録 2,000 円、当日 3,000 円 

●申込 Fax：0942-32-3125（事務局・のきた矯正歯科医院） 

 

開催地 

UK セミナー in 福岡 

局部床義歯・インプラントパーシャル 

          オーバーデンチャー成功への A to Z 

2017 年 10 月 7 日(土) 14:00～19:00 

10 月 8 日(日) 10:00～16:30 

福岡 

●講師：松本 勝利 先生 

    （GLOBAL DENTAL SYSTEM 代表 

                ／福島県開業）

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール 

●定員 ：40 名 

●受講料：歯科医師様 32,400 円 

     歯科技工士様 21,600 円（日曜昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811 

 ●局部義歯設計の“A to Z” （支持－把持－維持）       ●局部床義歯に選択圧印象採取の”いろは” 

 ●局部床義歯において CR と CO を一致させる咬合採取方法、  ●局部床義歯のリベース時の勘所 

 ●局部床義歯の鋳造学に基づくナイスフィットについて       ●レスト形成の具合的方法 

 ●インプラント・パーシャル・オーバーデンチャー作製時の印象から装着までにおける注意点 

 

開催地 

『西の端の小さな島のチーム医療』 

NT seminar 2 日間コース 

～歯科医師・歯科衛生生・TC が 

      一緒に参加する合宿型セミナー～ 

Vol.13＝2017 年 10 月 7 日(土)・8 日(日) ※満員御礼！キャンセル待ち 

※時間＝土曜日 13:45～18:00、日曜日 9:00～15:00 

長崎 

●講師：高﨑 智也 先生 

   （東北大学歯学部予防歯科学講座非常勤講師）

    NATURAL TEETH スタッフ 

    （TC&歯科衛生士） 

●会場 ：NATURAL TEETH（長崎県平戸市生月町） 

●定員 ：4 歯科医院 

●受講料：1 歯科医院 3 名まで 194,000 円 

         （宿泊費・懇親会費・二次会費・朝食費・昼食費・消費税込）  

●問合せ：NATURAL TEETH ℡0950-26-5555 

          E-mail : nteeth@gmail.com 

スタッフと共に一緒に参加して頂く半年に一回開催しているセミナーです。GP が直視で行なう picoMORA の実際、口腔内写真撮影の

基本実習、初診時カウンセリングの実際、予防プログラムの際としてデンタルエステ、エアフロー、超音波スケーラーの講義＆実習等、

当院でのチーム医療を 2 日間で持ち帰って頂きます。参加して頂いた翌日からクリニックの何かが変わるチーム医療セミナーです。 
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開催地 

2017 年度 第 11 期 

3S コンセプト（簡単で速く安全な）に基づく 

必要最低限で十分な咬合診断と治療の 6 日間コース 

2017 年 第 1 回：10 月 14 日(土)、15 日(日) 

第 2 回：11 月 11 日(土)、12 日(日) 

第 3 回：12 月 16 日(土)、17 日(日)  

※時間＝土曜日 15:00～18:30、日曜日 9:30～15:30 

熊本 

●講師：歯学博士 添島 正和 先生 

（日本顎咬合学会指導医・認定医 

 ／日本口腔インプラント学会指導医・専門医 

 ／日本歯周病学会専門医 

 ／日本臨床歯周病学会指導医・認定医 

 ／日本アンチエイジング歯科学会認定医 

 ／熊本 SJCD 最高顧問 

 ／SJCD インターナショナル常任理事） 

●会場 ：医療法人社団平和会 添島歯科クリニック研修室  

●定員 ：1０名 

●受講料：300,000 円（昼食費･消費税込） 

●問合せ：医療法人社団平和会 添島歯科クリニック ℡096-381-4118

 

開催地 

スーパーペリオ塾 2017 年 4 日間コース 

「ペリオで差をつけろ！」 

～全ての基本はペリオにあり～ 

2017 年  10 月 28 日(土)・29 日(日) 

11 月 25 日(土)・26 日(日) 

土曜日＝10:00～17:00、日曜日＝9:30～16:30 

※東京 4 日間コース＝6 月 3 日・4 日、7 月 8 日・9 日にて開催！ 

福岡 

●講師：水上 哲也 先生（福岡県福津市開業） 

    白石 和仁 先生（福岡県北九州市開業） 

    北島 一 先生（静岡県磐田市開業） 

    長谷川 嘉昭 先生（東京都中央区開業） 

●会場 ：10 月開催＝福岡県歯科医師会館、11 月開催会場未定 

●定員 ：24 名 

●受講料：230,000 円（昼食費込） 

●問合せ：藤原賢一様 ℡080-3971-5559 

●申込 Fax：水上歯科クリニック Fax0940-43-7367 

 

開催地 
第 7 回 UK デンタルフェア 

未来“歯”向 ～さぁ、NEXT STAGE へ！～   

2017 年 11 月 11 日(土) 13:00～19:00 

11 月 12 日(日)  9:00～17:00 

熊本 

●特別講演会（講演順） 

◆11 月 11 日(土) 15:00〜17:00 

 演題：「安生朝子の考え方 2017」 

      ～歯科衛生士らしさって何？～ 

講師：安生朝子先生（㈱ジョルノ代表） 

◆11 月 12 日(日) 11:00〜13:00 

 演題：「最先端エンドの一般保険診療への 

導入のヒント」 

講師：清水藤太先生（ロサンゼルス開業 

／UCLA 歯学部クリニカルインストラクター

／日本大学松戸歯学部客員教授） 

◆11 月 12 日(日) 14:00〜16:00 

 演題：「歯科技工の潮流」 

 講師：西村好美先生 

（(有)デンタルクリエーションアート代表）

●出展メーカー：約 80 社 

●相談コーナー：4 社予定 

●フェア会場 ：グランメッセ熊本 A ブース 

                  （益城・熊本空港インター近く） 

●特別講演会場：グランメッセ熊本 2F コンベンションホール 

●問合せ：㈱UK デンタル ℡096-377-2555 

今年 11 月に“UK デンタルフェア”の開催が決定いたしました。今回も多数のメーカー様の協力のもと、最新の機器や器材等あらゆる

歯科関連製品を一挙に展示いたします。また、特別講演会をはじめ、デモコーナー、ミニセミナーコーナーを併催し、他にキッズコーナ

ー、休憩コーナー等ご用意いたしますので、先生方をはじめ、スタッフの皆様、ご家族の皆様もお誘い合わせの上、ご来場ください。 

 

開催地 

第 5 回 JUC 発表会 

「クローズアップ歯科臨床」 

～視る・診る・観る～ 

2017 年 12 月 3 日(日) 9:00～16:30 

福岡 

●Part1：「視る」～臨床精度を上げるために～ 

元島道信先生／小関亮介先生／溝上宗久先生 

●Part2：「診る」～難症例の診かたと実際～ 

平井友成先生／村岡卓也先生／林美穂先生 

●Part3：「観る」～トラブルから得られた解決策～ 

小山浩一郎先生／元永三先生／水上哲也先生 

●ランチョンセミナー：神田亨先生／葛西秀夫先生 

●会場 ：電気ビル共創館 4F みらいホール（福岡市中央区） 

●参加費：歯科医師事前 9,000 円、当日 10,000 円 

     歯科医師以外事前 4,000 円、当日 5,000 円 

     大学在籍歯科医師事前 3,000 円、当日 4,000 円 

     大学在 DH・DT・学生事前 2,000 円、当日 3,000 円 

     ※事前申込期限 11 月 17 日迄（事前申込弁当付き） 

●問合せ：JUC 発表会事務局 ℡092-432-0340 担当＝池田・波田 

●ホームページ：http://juc2012.com/  

※詳細はホームページで随時更新 
 

 

 

発行：株式会社 UK デンタル 

熊本・鹿児島・久留米・福岡・長崎・宮崎・大分   ホームページアドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｋｄｅｎｔａｌ．ｃｏ．ｊｐ 


