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エステセムⅡ／トクヤマデンタル
＜歯科接着用レジンセメント＞

ジュエル／日本歯科商社
＜カラーポリッシングブラシ
CA タイプ＞

-

トクヤマデンタルより歯科接着用レジンセ
メント“エステセムⅡ”が８月２１日より
新発売になります。ボンドマーライトレス
による簡単前処理で強固に接着し、セメン
トのペースト性状にも優れた接着用レジン
セメントです。垂れにくく、余剰セメント
も除去しやすく操作性に優れています。
【特徴】
●ボンドとプライマーの両機能を有した
「ボンドマーライトレス」による簡単前
処理により、術式の統一性が図れます。
●CAD/CAM 冠等の各種補綴物にも強固
に接着します。
●垂れにくく、操作しやすいフロー性があ
り多数歯でも余剰セメント除去に余裕
があります
●気泡が入りにくいオートミックスタイプ
と、ミキシングチップが要らないハンド
ミックスタイプの 2 種類をラインナッ
プ。
●シェードは、ユニバーサル・クリア・ブ
ラウン・ホワイトオペークの４色から
用途に応じて選択が可能です。
標準価格＝
オートミックスセット 19,800 円
ハンドミックスセット 19,800 円
単品
9,800 円

『 ジルカット ダイヤモンドバー 』

日本歯科商社から発売された “ジュエル”
は、選べる 3 形態からなるカラーポリッシ
ングブラシで、歯面清掃研磨時に硬さの違
う 4 色の毛材から口腔内状態に合わせて
使用できるポリッシングブラシです。吸水
性が非常に低い PBT 毛材は耐久性に優れ
ています。但し、本品全種 S（ソフト）は
ナイロン素材を使用しています。
【特徴】
●研磨材の付着性がよく、飛散が少ない
CA 用のポリッシングブラシです。
●線径が均一なため歯面研磨時の振動を
抑えます。
●適度なコシがあり、毛材の追従性がとて
も良好で、PMTC に最適です。
●4 つの硬さ（S・M・H・SH タイプ）を
4 色のカラーで色別けされています。
●形態はカップ・フラット・ペンシルの３
タイプ。

▲カップ

▲フラット

ニトリルゴム極薄手袋 NB-200
パウダーフリー／モリタ
＜デンタルグローブ＞

モリタから発売された“ニトリルゴム極薄
手袋 NB-200 パウダーフリー”は、天然
ゴム手袋のような柔らかさを実現し、フィ
ット感、伸縮性、耐久性の富んだラテック
スフリーのデンタルグローブです。
【特徴】
●ラテックスアレルギーを起こさない合
成ゴム（ニトリルゴム）を使用し、装着
感もぴったりフィットします。
●天然ゴム、塩化ビニール製の極うすタイ
プと比べ、耐油性、突き刺し強度、耐久
性に優れています。
●パウダーフリー加工で着脱も容易です。
●指先にはシボ加工が施されており、しっ
かりとしたグリップ感を与えます。
●色調はホワイト、SS・S・M・L の 4 サ
イズをラインナップしています。

▲ペンシル

標準価格＝
カップタイプ（10 本入） 3,600 円
フラットタイプ（10 本入）1,380 円
ペンシルタイプ（10 本入）1,500 円

標準価格＝1 箱 200 枚入 2,000 円

ジルコニアに対する高い切削性と放熱性を実現！

＜ Kerr ＞

標準価格＝FG 単品（5 本入） 6,000 円
FG セット（4 本入）6,000 円
HP 単品（1 本入） 1,200 円

今回ご紹介させていただきます商品は、Kerr より発売されておりますジルコニア用ダイヤモ
ンドバーの『ジルカット ダイヤモンドバー』です。ジルコニアの需要増加に伴い、口腔内で
の咬合調整や特にジルコニアクラウンやブリッジの除去に苦労されたことは御座いませんか？
このジルカットの特徴は、
①接着層に均一なＺグリットダイヤモンド粒子が埋め込まれておりダイヤモンド粒子の脱落
を防ぎ、振動やマイクロクラックの発生を抑制。
②放熱性に優れ温度上昇を抑制することでジルコニアを効率よく切削することが出来ます。
③豊富な形態ラインナップにより様々なケースに対応出来ます。
ご使用いただきました先生からは「サクサク削れてストレスがなくなった。
」
「チェアタイム
も削れていいね。
」とのお声をいただいております。ジルコニア補綴物の除去、咬合調整に対応
したベーシックセット（４形態）もご準備しておりますので是非この機会にお試しください。
鹿児島店 営業三課 大山 奈織
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★中村社綱先生著 『インプラント治療の理論と実践 』刊行！
インプラントセンター・九州代表、ならびにデンタルコンセプト 21 の最高顧問であられます
中村社綱先生の著書『インプラント治療の理論と実践～低侵襲で長期安定のために～』が医歯
薬出版から刊行されました。
中村先生の今日までの豊富な経験を元に低侵襲、安心・安全で長期安定なインプラント治療
の実践例をあますことなく紹介。インプラント治療を確実に成功に導くための基本ルールを解
説したまさに集大成となる一冊です。
【目次】
Opening Case Presentation インプラント治療の効果
Chapter 1 インプラントの基礎知識
Chapter 2 インプラントのリスクファクターとその解決策
Chapter 3 デジタルソリューションの活用
Chapter 4 インプラントの治療計画
Chapter 5 インプラントと歯周治療・修正治療
Chapter 6 荷重時期に対する考え方
Chapter 7 インプラント手術
Chapter 8 インプラントの骨造成法
Chapter 9 さまざまな骨形態への対応
Chapter 10 補綴装置
Chapter 11 インプラントのメインテナンス
Cases 症例

「pd 診療よもやま話」 -4-

※弊社では只今中村社綱先生の直筆
サイン入りで予約を承っておりま
す。是非、この機会にご用命をいた
だきますようお願いいたします。詳
細につきましては、弊社営業担当者
までお尋ね下さい。
●本体価格：
●ページ ：
●版 型 ：
●出 版 ：

25,000 円（税別）
340 ページ
A4 判変形
医歯薬出版

pd 診療とマイクロスコープ

PLoS（Performance Logic Society）
谷口 敏雄

マイクロスコープは見たい部分を高倍率に拡大して治療できるので、精密治療には欠かせないツールの一つです。です
が、その拡大機能の性能ばかりに執着してしまっていませんか？
術者がいつも通りの姿勢で診療出来ずマイクロスコープの使用にストレスを感じている場合は少なくありません。精密さ
が要求される歯科治療においてアンバランスな姿勢で長時間の診療が行われると、術者の手首や腰などに負担がかかり精
密作業の持続に悪影響を及ぼします。
そこで、術者がストレスを感じることなく診療に集中するには、まず術者とアシスタントが最も安定した姿勢で一定のポ
ジションを取り、その後患者口腔を適切な位置に設定して、最後にマイク
ロスコープや診療台を適切な位置へ配置することが重要となります。
もうひとつ重要なことですが、マイクロスコープの選択には接眼部とレン
ズの距離が短い方が患者口腔の位置を極端に下方に下げない状態で診療
ができるので術者の姿勢を安定させます。
高倍率のフォーカス調整はマイクロスコープ鏡筒の上下運動で行うので
はなく、診療台の昇降で患者口腔（体）を出来るだけ低速で微調整し、上
下垂直移動されると、術者は接眼部から目を離さずにフォーカス調整が可
能となるので、一定の姿勢を保ちながら診療に集中できる環境となります。
このようにマイクロスコープを最適に使用するには、ある一定の条件を満
たす必要があります。目的はより精密な診療を行うためですが、その考え
方はｐｄ診療と同じです。pd 診療ポジションでは、患者様がリラックスし
た状態で受診出来ますし術者の姿勢は自然で安定します。集中力と快適さ
を追求し診療中のストレスを軽減する pd 診療は、マイクロスコープを使
った精密歯科診療を行う上でも極めて有効な診療スタイルではないでし
ょうか。マイクロスコープは単独に作用するものではなく、pd 診療と融合
することにより最適な診療空間へ導いてくれるでしょう。 （つづく）
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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～
●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）
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
●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）
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～

■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
●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
■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
●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

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

●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。
●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、3 は終了したしました。

UK セミナー in 福岡
臨床のお宝箱・エンド箱セミナー

2017 年 8 月 19 日(土) 14:00～19:00
8 月 20 日(日) 10:00～16:30

●講師：松本 勝利 先生
（GLOBAL DENTAL SYSTEM 代表
●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール
／福島県開業）
●定員 ：40 名
池田 毅 先生
●受講料：お一人様 28,000 円
（東京都新宿区：飯田橋なかしま歯科医院
●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811
勤務／GDS メンバー）
※日歯生涯研修認定セミナー！
修復、補綴だけでなく外科治療やプレゼンテーションテクニック、治療マニュアルの作成方法、スタッフとのコミュニケーション、そし
て咬合再構築時の対応方法など、ニッチな部分へもフォーカスを照準し、最大限に臨床結果を創出するための臨床の基本的な技術の再確
認、そして日々の臨床に活かせる「お役立ち技術」
「お役立ちグッズ」も交えてお話しいただきます。また、今回は 25 年もの間、大学
病院にて根管治療のスペシャリストとして君臨されました池田毅先生による”パーフェクトエンド治療”についてのお話も聞ける絶好の
チャンスです。大好評の「臨床のお宝箱」と「エンド箱」のコラボレートセミナーです。
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
2017 年 8 月 19 日(土) 10:00～17:00
オールセラミッククラウンの製作（基礎編）
●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室
●定員 ：10 名
●講師：崎田 竜仁 先生
●受講料：モリタ友の会会員 21,600 円、会員スタッフ 24,840 円
（㈱鹿児島ミリングセンター代表）
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
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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
●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、4 回目は終了いたしました。

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

●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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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 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

●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。
●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、4 回目は終了いたしました。

㈲東臨床歯周病研究所
第 2 回：8 月 19 日(土)・20 日(日)、第 3 回：9 月 16 日(土)・17 日(日)
日本歯周病学会・歯周病認定医・専門医取得のため
第 4 回：10 月 21 日(土)・22 日(日)、第 5 回：11 月 18 日(土)・19 日(日)
の歯周治療実践コース（5 回コース）
※時間＝土曜日：15:00～20:00、日曜日：10:00～17:00
2017 年 後期
●講師：
東 克章 先生（日本歯周病学会指導医／熊本市開業） ●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
栃原秀紀 先生（熊本市開業）
林 康博 先生（熊本県菊池市開業）
※5 回合計（10 日間）500,000 円
上田幸子先生（AFD 未来歯会インストラクター）
※材料費・日曜日昼食費・消費税込
●アシスタント：緒方克哉先生
●問合せ：㈲東臨床歯周病研究所 ℡&Fax096-343-3357
※第 1 回目は終了いたしました。
2017 年度 第11 期 KDM BASIC SEMINAR
第 6 回：8 月 19 日(土)・20 日(日)
「患者さんと長くかかわる信頼の歯科医療を
※時間：土曜日＝15:00～19:00、日曜日＝9:00～16:00（昼食付）
目指して」
※第 1、2、3、4、5 回目は終了いたしました。
～わかりやすい講義と納得の実習～
●講師陣：
●会場 ：栃原歯科 研修室（熊本市下通り 栃原ビル 3F）
市川康裕先生／大淵義見先生／片山建一先生
●定員 ：10 名
川端憲彦先生／栗原健一先生／小林裕介先生
●受講料：1 回 60,000 円（6 回合計 360,000 円）
境 大助先生／高木雅子先生／栃原秀紀先生
●問合せ：新外レッツ歯科 山口英司先生 ℡096-360-3900
永田省藏先生／南川剛寛先生／林 康博先生
メールアドレス info＠lets-shika．com
東 克章先生／裵 福泰先生／松田光正先生
●申込先：㈱UK デンタル熊本店 ℡096-377-2555 担当＝小田
山口英司先生／渡邉祐康先生
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

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～

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）

2017 年 8 月 19 日(土) 15:00～16:30

●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
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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～

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）

開催地

熊本

開催地

Kumamoto SJCD Open Summer Seminar
“Immediate implant placement into extraction
sites by 4L Concept”&“Consideeration of
Peri-Implantitis”
●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）
モリタ友の会 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) 10:00～17:00
●会場 ：JR 博多シティ 10F C＋D 会議室
●定員 ：16 名
●受講料：28,000 円（消費税込）
●問合せ：デンツプライシロナ㈱ ℡03-5114-1008

2017 年 8 月 20 日(日) 9:30～16:30

●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/

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

●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

福岡

開催地

鹿児島

開催地

福岡

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？
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。

●霧島地区＝8 月 26 日(土) 15:00～18:00

●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

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
Fukuoka Clinical Dental Course 2017
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）
歯科医院を成功させるために～
第 8 回：2018 年 1 月 27 日・28 日＝補綴 2（形成・プロビ）
GP としての総合力を身につけるコース
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
●会場 ：シロナデンタルシステムズ福岡支店
●定員 ：16 名
●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） ●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）
飯田 啓介 先生（愛知県開業）
●問合せ：FCDC 事務局（ふじもと歯科医院内）
※第 1、2 回目は終了いたしました。
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。
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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

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、2 回目は終了いたしました。

開催地

UK セミナー in 鹿児島
～明日からの診療に役立つ～
加藤久子先生のスケーリングセミナー

鹿児島

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、2 回目は終了いたしました。
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
●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！

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～

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

開催地

UK セミナー in 長崎
インハウス型 CAD/CAM マシンセミナー

長崎

2017 年 8 月 27 日(日) 10:00～16:00

●会場 ：UK デンタル鹿児島店 3F UK ホール
●定員 ：16 名（お申込先着順）
●受講料：25,000 円（使用教材費・昼食費・消費税込）
●問合せ：㈱UK デンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 担当＝川畑
ハンドスケーリングの基本動作から超音波スケーリングのミドルレベルまで、今度の臨床に活かせるテクニックをマスターいただくセミ
ナーです。
【講義】ハンドスケーラー・超音波スケーラー【実習】バリオス（超音波スケーラー）
・ハンドスケーリング・シャープニング

開催地

福岡

●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

●講師： 加藤 久子 先生
（歯科エージェンシー所属
／フリーランス）

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＞

開催地

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

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
●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

2017 年 8 月 27 日(日) 11:00～16:30
●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

2017 年 8 月 27 日(日) 9:00～16:00
●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

2017 年 9 月 2 日(土) 18:00～20:00

●会場 ：㈱UK デンタル長崎店 3F UK ホール
●講師：奥村 靖廣 氏（ヘレウスクルツァー
ジャパン㈱ CARA CAD/CAM センター） ●定員 ：5 名
●受講料：無料
●協賛：ヘレウスクルツァージャパン㈱
●問合せ：㈱UK デンタル長崎店 ℡095-818-0102
ヘレウスクルツァージャパン取扱いの「高性能・コンパクト・低価格」の CAD/CAM マシンを用いて、CAD/CAM の基本的な知識か
ら、スキャンの仕方、技工物設計の基礎、設計データのミリングマシンによる削り出しまでの実演をご覧いただけるセミナーです。
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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～

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

『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 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

2017 年

9 月 2 日(土) 13:00～18:00
9 月 3 日(日) 9:00～16:30

●会場 ：川﨑歯科医院 研修室 3F（熊本市中央区安政町）
●講師：川嵜 俊明 先生（熊本市開業）
●定員 ：12 名
●インストラクター：陶山 新吾 先生
●受講料：新規実習あり 600,000 円、再受講実習あり 400,000 円
（久留米市開業）
再受講聴講のみ 1 回 10,000 円（消費税別）
※第 1、2、3、4、5、6 回目は終了いたしました。
●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

宮崎

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

●会場 ：㈱UK デンタル宮崎店 2F UK ホール
●講師：宮崎 真至 先生
●定員 ：16 名（お申込先着順）※残り座席数わずか！
（日本大学教授・歯学部保存学教室修復講座）
●受講料：54,000 円（昼食費・消費税込）
※日歯生涯研修認定セミナー！
●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

大分

開催地

福岡

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

●会場 ：ｉichiko 総合文化センター 4F 中会議室 1
●講師 ：松永 興昌 先生
●定員 ：30 名（お申込先着順）
（福岡市：松永歯科クリニック審美
●受講料：歯科医師 8,640 円、スタッフ４,320 円
・インプラントセンター薬院／院長）
ペア（歯科医師 1 名＋スタッフ 1 名）受講 10,800 円
●協賛 ：ウルトラデントジャパン㈱
（昼食費・消費税込）
※日歯生涯研修認定セミナー！
●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」
UK セミナー in 福岡
加藤久子先生のハンドスケーリングセミナー
●講師： 加藤 久子 先生
（歯科エージェンシー所属
／フリーランス）
●協賛：白水貿易

2017 年 9 月 3 日(日) 10:00～16:00
●会場 ：UK デンタル福岡店 3F UK ホール
●定員 ：16 名（お申込先着順）
●受講料：20,000 円（使用教材費・昼食費・消費税込）
●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811

ハンドスケーリング技術のより深い理解を目指してマネキンを活用し徹底的に学んでいただけるセミナーです。
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開催地

松風 Seminar-Imformation
支台歯形成の面基準
～たった 14 本のバーですべての形成ができる～

福岡

●講師：西川 義昌 先生
（NMG 代表／熊本 SJCD 顧問
／すみよし歯科勤務）

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～

福岡

開催地

福岡

開催地

福岡

開催地

鹿児島

開催地

福岡

開催地

宮崎

●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）

根管治療のエッセンス
～診査診断から難症例へのアプローチ～

2017 年 9 月 3 日(日) 9:30～13:00
●会場 ：リファレンス駅東ビル 2F（Y-1）
●定員 ：100 名
●受講料：無料（先着順）
●問合せ：㈱松風福岡営業所 ℡092-472-7595 担当＝中島

2017 年 9 月 3 日(日) 10:00～16:00
●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

2017 年 9 月 3 日(日) 10:00～17:00

●会場 ：八重洲博多ビル
●講師：牛窪 敏博 先生
●定員 ：40 名
（大阪市開業
●受講料：15,000 円（昼食費・消費税込）
／Penn Endo study Club in Japan 講師）
●問合せ：白水貿易㈱福岡営業所 ℡092-432-4618
UK フェア in 福岡
UK DENTAL EXHIBITION in Fukuoka
ヨシダフェア
㈱ヨシダ九州支店のショールームにおきまして UK
デンタルエキシビジョンフェアを開催いたします。
CT 機やパノラマ 3D、歯科用ユニット、レーザー、
デジタル関連機器、マイクロスコープ等、最新の機
器を一挙展示いたします。是非ともご来場いただき
ますようお願い申し上げます。

2017 年 9 月 9 日(土) 15:00～19:00
9 月 10 日(日) 10:00～17:00
●会場 ：㈱ヨシダ九州支店 3F ショールーム
●参加費：無料
●協賛 ：㈱ヨシダ
●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811

UK セミナー in 鹿児島
2017 年 9 月 9 日(土) 15:00～16:30
考え方が分かれば意外と簡単！
歯科診療における院内感染対策コラボセミナー
●講師： 小嶋 寿 室長
●会場 ：南さつま市民会館 第一サークル室
（日本歯科薬品㈱お客さま相談室）
●定員 ：60 名
田中 博文 氏
●受講料：無料
（カボデンタルシステムズジャパン㈱）
●問合せ：㈱UK デンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 担当＝坂元
木村 芳喜 氏（㈱ナカニシ）
正しい歯科医療器材の洗浄・消毒・滅菌、そしてメンテナンスに至るまで、メーカー選任担当者による無料セミナーです。
Pacific Endodontic Reseach Foundation
JAPAN
第 10 期 エンドが好きになる 10 日間コース
●講師：中川 寛一 先生
（PERF 認定講師／熊本市開業）

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！

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
●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

２０１７年 9 月 10 日(日) 10:00～13:00

●会場 ：㈱UK デンタル宮崎店 2F UK ホール
●講師：牧野 泰千 先生
●定員 ：30 名（お申込先着順）
（スマイルケア西王子デンタルクリニック） ●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
「予防のシステムを取り入れたいが何から行っていけば良いのかわからない」
「はじめたけど、患者さんが増えない」
「予防は採算に
合わない」などの悩みに対して、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と 3 つ
の満足が満たされることを念頭にマネジメントされたシステムです。
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開催地

2017 年 TMD（MDS）セミナー
Jankelson の筋肉位理論
●講師：KNRG 講師陣
※第 1、2、3、4 回目は終了いたしました。

福岡

開催地

熊本

開催地

福岡

開催地

熊本

開催地

鹿児島

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
●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。

第 4 回あすか会 ハイジニストミーティング
●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

JDS クリエイションコース
歯科用陶材クリエイション
1Day トライアルコース
●講師：久保 哲郎 先生
（大阪市：oral design OSAKA）

臨床ステップアップセミナー
第 4 期 2days×6 回コース

2017 年

9 月 10 日(日) 9:30～16:00

●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

2017 年 9 月 10 日(日) 9:00～17:00
●会場 ：㈱日本歯科商社 九州営業所
●定員 ：10 名
●受講料：JDS クラブ会員 16,200 円、未入会 19,440 円（消費税込）
●問合せ：㈱日本歯科商社 東京本社 ℡03-3625-3111
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

●講師：松永 久 先生
●会場 ：インプラントセンター・九州 2F 研修室（熊本市内）
（松永歯科医院院長
●定員 ：12 名
／ストローマンインプラント講師）
●受講料：324,000 円（材料費・日曜昼食費･消費税込）※分割支払可
稲留 裕士 先生
●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）
（にしき歯科医院院長／
℡096-377-2555
サンホワイトデンタルケアクリニック院長）
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。
UK セミナー in 鹿児島
Er.YAG レーザー in Dentistry
～アーウィンはどこめで使えるか～
●講師： 吉嶺 真一郎 先生
（鹿児島市開業
／日本レーザー歯学会会員認定医）

2017 年 9 月 17 日(日) 10:00～16:30
●会場 ：UK デンタル鹿児島店 3F UK ホール
●定員 ：6 名（お申込先着順） ※満員御礼
●受講料：10,800 円（昼食費・消費税込）
●問合せ：㈱UK デンタル鹿児島店 ℡099-254-0509

日常臨床でよく遭遇する症例に対して、安全確実に、そして効率よく Er.YAG レーザーを使っていただくことを目標としたハンズオン
コースです。

開催地

福岡

西日本歯科矯正学会学術大会 62th
●演者： 寺山
陣内
藤田
浜崎

隆司 先生／松本 晃治 先生
暁夫 先生／三瀬 泰 先生
和徳 先生／坂東 智子 先生
広二朗 先生

2017 年

9 月 23 日(土／祝) 9:00～17:00

●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）
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開催地

福岡

開催地

宮崎

開催地

UK セミナー in 福岡
歯科医師のための『ほんとうの超音波スケーラー論』 2017 年 9 月 24 日(日) 10:00～16:00
～どう選び、いつ、どう使うか？～
●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール
●講師：大野 純一 先生（大野歯科医院院長）
●定員 ：16 名（お申込先着順）
●協賛：デンツプライシロナ㈱
●受講料：35,000 円（昼食費・消費税込）
※日歯生涯研修認定セミナー！
●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811
【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）
モリタ友の会クリニカルチャー講演会
患者納得診療・健全経営のための
増患・増点、増収のポイント
～CAD/CAM 冠の現状と成功するポイント～

2017 年 9 月 24 日(日) 10:00～17:00

●講師：高橋 英登 先生（東京都開業）

●会場 ：宮崎県 JA・AZM ホール別館 301 号室
●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（消費税込）
●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011

モリタ友の会クリニカルチャー研修会
Guided Biofilm Therapy～歯科衛生士だから
できるペリオのインフェクションコントロール～

2017 年 9 月 30 日(土) 13:00～17:00

●講師：松山 香代子 先生
（ふじもと歯科医院歯科衛生士）

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室
●定員 ：16 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、特別ペア価格 27,000 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

モリタ友の会クリニカルチャー講演会
筋の機能・生理からひもとくお口の健康づくり
～MFT、顎関節症指導、マッサージ、
口腔リハをされる方々に～

2017 年 10 月 1 日(日) 13:00～16:00

熊本

●講師：姫野 かつよ 先生
（タケウチ歯科クリニック／健康運動指導士
／JASD 認定スポーツデンタルハイジニスト）

●会場 ：熊本市流通情報会館 第 2 研修室
●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（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

Dental Staff Study Group“FOCUS！”
6 回コース

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

福岡

開催地

福岡

第 5 回：10 月 1 日(日)、第 6 回：12 月 3 日(日)
※時間：各回 13:00～16:30

●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
※第 1、2、3、4 回目は終了いたしました。
●問合せ：Merci&Merci Takako Dental Hygienist Office 本田貴子
℡090-9651-4504／ mail：merci.and.merci@gmail.com

UK セミナー in 福岡
2017 年 10 月 7 日(土) 14:00～19:00
局部床義歯・インプラントパーシャル
10 月 8 日(日) 10:00～16:30
オーバーデンチャー成功への A to Z
●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール
●講師：松本 勝利 先生
（GLOBAL DENTAL SYSTEM 代表
●定員 ：40 名
●受講料：歯科医師 32,400 円・歯科技工士 21,600 円（昼食費・消費税込）
／福島県開業）
●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811
※日歯生涯研修認定セミナー！
●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
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開催地

長崎

『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

●会場 ：NATURAL TEETH（長崎県平戸市生月町）
●定員 ：4 歯科医院
●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） ●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）
NATURAL TEETH スタッフ
●問合せ：NATURAL TEETH ℡0950-26-5555
（TC&歯科衛生士）

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。

開催地

UK セミナー in 福岡
GDS デンチャー技工総論セミナー

●講師：田中 昌弘 先生
（LAB QUALITY 代表／久留米市開業）
福岡

2017 年 10 月 14 日(土) 14:00～19:00
10 月 15 日(日) 10:00～16:30
●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール
●定員 ：30 名
●受講料：歯科医師様・歯科技工士様 16,200 円（日曜昼食費・消費税込）
●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811

口腔内で維持安定（吸着）し、なお且つ、きちんと咬合出来る（噛める）総義歯の作製には、解剖学的・力学的・生理学的・心理学的な
側面からのアプローチが必要になります。今回、GLOBAL DENTAL SYSTEM における総義歯製作の技工術式に則り、
「吸着」や｢咬
合｣を達成するためにトレー・咬合床・人工歯配列など歯科技工士が何を考え、何処を観なければならないかをお話しいただきます。

開催地

熊本

開催地

鹿児島

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
●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）
2017 New beyond ホワイトニングセミナー
すべて解決。実践オフィスホウィトニング
～その重要性と多様性について～
●講師：髙野 顕一 先生
（デンタルオフィスヴィエント尾上台）
山田 智子 先生
（フリーランス歯科衛生士）

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

●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

2017 年 10 月 22 日(日) 13:00～16:00
●会場 ：サンプラザ天文館 3F D-3
●定員 ：30 名
●受講料：歯科医師 5,000 円、スタッフ 3,000 円（消費税込）
●問合せ：㈱JBA ℡03-5755-5505
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！

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～

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

モリタ友の会セミナー
患者さんをファンにする歯科医院システム
～「伝わる・信頼される」コミュニケーション術～

2017 年 10 月 29 日(日) 10:30～16:30

●講師：中舘 憲治 先生（東京都品川区開業）

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室
●定員 ：16 名
●受講料：モリタ友の会会員 3,240 円、未入会 5,400 円（消費税込）
●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011

福岡
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開催地

熊本

第 7 回 UK デンタルフェア
未来“歯”向 ～さぁ、NEXT STAGE へ！～

●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？～
●出展メーカー：約 80 社
講師：安生朝子先生（㈱ジョルノ代表）
●相談コーナー：4 社予定
◆11 月 12 日(日) 11:00〜13:00
●フェア会場 ：グランメッセ熊本 A ブース
演題：
「最先端エンドの一般保険診療への導入のヒント」
（益城・熊本空港インター近く）
講師：清水藤太先生（ロサンゼルス開業
●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
／UCLA 歯学部クリニカルインストラクター
●問合せ：㈱UK デンタル ℡096-377-2555
／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）
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～

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

開催地

鹿児島

2017 年 11 月 11 日(土) 13:00～19:00
11 月 12 日(日)
9:00～17:00

2017 年 12 月 3 日(日) 9:00～16:30
●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

第 1 回：2017 年 12 月 9 日(土)・10 日(日)＝（Dr・DH 合同）
第 2 回：2018 年 1 月 20 日(土)・21 日(日)＝（Dr・DH 合同）
第 20 期 歯科基礎臨床講座（霧島会）
第 3 回：2018 年 2 月 17 日(土)・18 日(日)＝（Dr・DH 合同）
6 回コース
第 4 回：2018 年 3 月 17 日(土)・18 日(日) ＝（Dr・DT 合同）
2017 年 12 月～2018 年 5 月
第 5 回：2018 年 4 月 7 日(土)・8 日(日)＝（合同参加可）
第 6 回：2018 年 5 月 12 日(土)・13 日(日) ＝（合同参加可）
※時間：土曜日＝15:00～19:00、日曜日＝9:30～16:00
●会場 ：㈱UK デンタル鹿児島店 3F UK ホール
●主宰：永井 省二 先生（宮崎県都城市開業）
●受講料：380,000 円（材料費・消費税込）※分割可
●講師：土持朝清先生／根井俊輔先生／陶山隆先生
オブザーバー20,000 円（5 回分通し）
、DT・DH 各回 10,000 円
濱田眞人先生／林 聡先生／石橋貴樹先生
●問合せ：はまだ歯科医院 濱田眞人先生
濱川悦郎先生／隈崎美穂先生
℡0985-30-1233／Fax0985-30-1235
第 1 回：講義＝歯科医療の重要性と方向性・包括歯科医療の流れ、基礎資料収集と分析・治療計画、歯周に関する基礎講義と資料の
見方、患者さんへの説明、医療安全に関する基礎知識
実習＝基礎資料収集、模型分析、資料説明とカウンセリングの実際
第 2 回：講義＝基礎治療（第 1 段階治療）
、実習＝スプリント治療・歯内治療、SRP・シャープニング・TEK 調整
第 3 回：講義＝確定的外科治療（第 2 段階治療）
、歯周外科、小口腔外科、インプラント、実習＝歯周外科
第 4 回：講義＝補綴・修復治療（第 3 段階治療）
、咬合の基礎、補綴設計、形成、咬合採得等、実習＝支台形成・印象・最終咬合調整
第 5 回：講義＝メンテナンス治療（第 4 段階治療）
、霧島会的治療の総括、講師症例発表とまとめ
第 6 回：受講生の症例発表会

開催地

第 42 回 北九州歯学研究会発表会
「歯髄と歯の保存にこだわる」
～保存の可能性と長期経過～

福岡

●新人発表：青木隆宜先生／力丸哲哉先生
●リレー発表 1：
「歯髄を守る」 甲斐康晴先生
中野宏俊先生／津覇雄三先生／松延允資先生
●リレー発表 2：
「残根を救う」 大村祐進先生
田中憲一先生／樋口惣先生／松木良介先生
●会員総括発表：上野道生先生

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

2018 年 2 月 25 日(日) 9:30～16:20
●会場 ：JR 九州ホール（JR 博多シティ 9F）
●受講料：
【2017 年 12 月 31 日迄前納】
歯科医師 10,000 円、DH・DT・DA5,000 円、学生 2,000 円
【当日】
歯科医師 12,000 円、DH・DT・DA6,000 円、学生 3,000 円
●問合せ：発表会事務局（福岡デンタル販売㈱）担当＝完田
℡092-629-1491／Fax092-629-1494
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