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ノバ シーズンズ ステップタイプ
／ヨシダ

パナソニック自動ジェット式
器具洗浄機／ヨシダ

アミド・デ・ショット
／アイキャスト

＜歯科用チェアユニット＞

＜器具除染用洗浄器＞

＜審美的義歯用ポリアミド樹脂＞

ヨシダから発売中の「ノバシーズンズカン
タータイプ」に新たにステップ（足折れ）
タイプの“ノバシーズンズステップタイプ”
が追加発売され、同時にテーブルタイプも
3 種（オーバーアーム・ベースマウント・
カート）がラインナップ。診療室や診療ス
タイルに合わせて計 6 種類から選択が可能
になりました。
【特徴】
●タービン・マイクロモーター・LED 無影
灯が標準装備され、通常診療に必要な装
備が揃っているため、そのまま診療が可
能です。
●光付マイクロモーターや超音波スケーラ
ー、シート色やヘッドレスト、LED 無影
灯ルキオンなど、色々選べるオプション
品もラインナップしており、診療スタイ
ルやお好みに応じてカスタマイズでき
ます。
●シンプルで使いやすい操作パネルを搭載
し、ピクトグラムボタンでチェアーの動
きやハンドピースの制御、メモリー機能
にアクセスします。
●ハンガー一体型のコンパクトなドクター
テーブルを採用。
標準価格＝Ⅰ型（ベースマウントタイプ）
3,050,000 円

『 ウィル・ステラ V 』

ヨシダから発売された“パナソニック自動
ジェット式器具洗浄機”は、卓上コンパク
トサイズの器具除染用洗浄器です。3 箇所
のブーメランノズルと背面ノズルの計 4
箇所のノズルにより強力水流を実現しま
す。80℃の熱水、強力水流と専用洗剤（酵
素洗剤）で、血液や体液中のたんぱく汚れ
をきれいに除去できます。
【特徴】
●歯科器具用のかごを標準装備し、様々な
器具を効率よく一度に洗浄できます。基
本セットで最大 10 セットの洗浄が可
能です。
●器具の汚れや目的に応じて、3 コース＋
乾燥のみのコースが選択可能です。
●器材をセットしてボタンを押せば、洗浄
機が洗浄から消毒まで行います。スタッ
フの負担を抑え、手洗い洗浄時の針刺し
事故防止の抑制にもつながります。
●1 回分のコストを比べると手洗いより経
済的で、水道代の節約にもつながりま
す。
●W550×D344×H592mm のコンパ
クトサイズなので設置場所を選びませ
ん。
標準価格＝本体一式 580,000 円

ナイロン系のポリアミド樹脂“アミド・
デ・ショット”がアイキャストから発売さ
れました。適度な弾性と高い衝撃強さを有
しており、様々な症例に使用が可能です。
また、同時発売のレジンプライマーや再シ
ョットプライマーにより、補修や再射出成
型が可能になりました。
【特徴】
●繰り返し疲労（耐久性）は、従来の床用
レジン・ポリエステル系樹脂と比較して
大幅に向上しています。
●モノマー刺激を低減しています。
●レジンプライマーを塗布することで、即
時重合レジンなどでの補修が可能です。
●同社製ポリエステル樹脂（エステショッ
トやエステショットブライト）ではでき
なかった再ショット成型が専用ショッ
トプライマーの使用で可能になりまし
た。
●色調はオリジナルピンクの 1 色。
標準価格＝
アミド・デ・ショット 800g 30,000 円
レジンプライマー10ml
6,000 円
再ショットプライマー15ml 4,900 円

各種細菌とノロウイルスに効果絶大！

＜ サラヤ ＞
今回ご紹介させていただく商品は、サラヤから発売されている速乾性手指消毒剤の『ウィル・
ステラ V』です。
エタノール（76.9～81.4v/v%）を有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、一般細菌、
真菌、各種ウイルスなどの広範囲の微生物に短時間で効果を示します。また、保湿剤としてグ
リセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し、手荒れにも十分配慮されてい
ます。
ご使用いただいております医院様からは、
「短時間で様々な細菌やノロウイルスにも効果を出
してくれる上に、保湿剤が入っており手にやさしく乾燥後にべたつかずさらっとした使用感が
とても良い。
」とお喜びを頂いております。是非この機会に一度お試し下さい。詳細につきまし
ては、弊社営業担当者までお尋ね下さい。
宮崎店 営業課 山田 竜二
標準価格＝500ml 入 2,200 円、1ℓ入 3,690 円
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「pd 診療よもやま話」 -5-

アシスタントワーク

PLoS（Performance Logic Society）
谷口 敏雄

マイクロスコープを使うと診療に時間がかかって、効率が落ちるという話をお聞きになったことはありませんか？
買ったけど今は使っていないという方もいらっしゃるようです。
今回は「時間がかかって、効率が落ちる」という点について考えてみましょう。
理由には「pd 診療よもやま話」-3-でお話しましたミラーの使い方にもよるのですが、もう一つはアシスタントがマイ
クロスコープ診療に適したアシスタントワークの訓練を受けていないからです。
マイクロスコープで診療を行う際には、患者さんがうがいをする回数をできるだけ減らせるようにバキュームが的確に
操作できなければなりません。何故なら、患者さんがうがいに起きるたびにマイクロスコープをずらして、また焦点を
合わせなおさなければならないからです。
また、術者はできるだけ接眼レンズから目を離さずに治療を継続したいので、リグリップ（持ち直し）せずに使える
ように充填器や鉗子、リーマーファイルなどの器具の受け渡しをスムーズに行って欲しいのですが、中々それができま
せん。pd 診療でも術者はできるだけミラーから目を離さずに
診療を続けますので、アシスタントには嗽の回数を減らすバキ
ュームのスキルや術者のミラーの曇りを取る 3Way シリンジ
の使い方などを練習して、術者と 4 ハンド診療を行います。
pd 診療は 4 ハンド診療を行うことが基本です。マイクロス
コープ診療も効率を上げるには 4 ハンド診療で術者とアシス
タントの連携が大切です。pd 診療がマイクロスコープ診療と
親和性が高い理由はこんなところにもあったのです。
（つづく）

★今週の新刊

『 みがこう！コミュニケーション・センス 』
～歯科医院での医療安全のために～

歯科技工別冊『 審美歯科技工の探求 』
～オーラルセラミックス時代の多色築盛テクニック～

コミュニケーションエラーが医療事故のインシ
デントの重要な原因であることが明らかになっ
ています。本書ではあらゆる場面を想定し，院内
スタッフ同士の連携に活きるコミュニケーショ
ン力，チーム力向上のポイントがわかりやすくま
とめられた一冊。

各社より販売されている陶材システムを比較す
るため，同一の課題症例に対するクラウンの製作
ステップを紹介し、臨床編では、著名セラミスト
による多くのステップ写真を交え目標歯に対し、
どのような配合の陶材をどのような位置に置く
かといった実践例を詳説した書。

●編著＝中島 丘／長坂 浩／松田 裕子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,800 円＋税

●編 ＝小田中 康裕
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,900 円＋税

『 がん口腔支持療法 』
～多職種連携によるがん患者の口腔内管理～

腫瘍に対する多職種連携チームの国際的な権威
がそれぞれの専門分野で執筆。すべての医療従事
者を対象として、がんおよびその治療による口腔
合併症への最も適切なケアの提供に役立つ翻訳
書にして、世界の潮流を知るための一冊。
●編著＝Andrew N.Davies／Joel B.Epstein
●監訳＝曽我 賢彦
●出版＝永末書店
●価格＝8,500 円＋税

『 咬合の発育と可撤式咬合誘導装置の要点 』
編者が Adams 教授から直接伝授されたクラス
プの製作法、咬合誘導の実践に加え、新しい咬合
高径の管理の考え方なども記載した。
●編集＝進士 久明
●出版＝医学情報社
●価格＝3,500 円＋税
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福岡
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開催地

宮崎

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。
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！

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

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。

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
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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

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

近未来オステオインプラント学会 熊本支部
& KIS（Kumamoto Implant Society）
合同講演会
2017 年 9 月 15 日(金) 20:00～22:00
「最先端の概念から生まれたインプラント
：FINESIA」
●会場 ：熊本国際交流会館 4F 第一会議室
●定員 ：45 名
●講師：糸瀬 正通 先生（福岡市開業）
●受講料：無料
●問合せ：IPOI 学会熊本支部事務局（坂本歯科）
℡096-366-1358／Fax096-372-6010
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開催地

熊本

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 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

●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、5 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。
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㈲東臨床歯周病研究所
第 3 回：9 月 16 日(土)・17 日(日)、第 4 回：10 月 21 日(土)・22 日(日)
日本歯周病学会・歯周病認定医・専門医取得のため
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）
栃原秀紀 先生（熊本市開業）
●受講料：1 回（2 日間）歯科医師 100,000 円
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、2 回目は終了いたしました。

臨床ステップアップセミナー
第 4 期 2days×6 回コース

●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）

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
●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

鹿児島

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

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＞

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、3 回目は終了いたしました。

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
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開催地

熊本

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
●会場 ：インプラントセンター・九州 研修室
／熊本大学医学部医学科臨床教授
●定員 ：16 名
／デンタルコンセプト 21 最高顧問） ●受講料：600,000 円（100,000 円×6 回）
●第 3 回目ゲスト講師：古谷野 潔 先生
（材料費・昼食費・消費税込）
（九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座
●問合せ：インプラントセンター・九州
インプラント・義歯補綴学分野 教授）
℡096-319-1010／Fax096-319-1011
※第 1、2、3、4、5 回目は終了いたしました。
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。

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、3 回目は終了いたしました。

開催地

福岡

開催地

福岡

開催地

宮崎

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

審美修復治療 基礎コース
歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士
三者一体となり参加する 6 回コース
●コースディレクター：
陶山 新吾 先生（川嵜塾インストラクター）
●講師：川内 大輔 先生（Roots Co.,Ltd.）
すえながひとみ先生
（㈱ブリルエッチ代表取締役）
牧江 寿子 先生（木原歯科医院勤務）
岩崎 智幸 先生（PHOTO LOGIC
／STUDIO IMO 代表）
遠藤 淳吾 先生（LA 在住）

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

第 4 回：9 月 23 日(土) 10:00～18:00

●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

第 1 回：9 月 23 日(土)・24 日(日)、第 2 回：10 月 14 日(土)・15 日(日)
第 3 回：11 月 25 日(土)・26 日(日)
※時間：各回とも土曜日 10:30～16:30、日曜日 10:00～16:00

●会場 ：ゼロディカル（博多駅前ベルコモンズ博多 3F）
●定員 ：30 名
●受講料：194,400 円（消費税込）
、スポット聴講 35,000 円（1 回）
●問合せ：陶山歯科医院 ℡0942-34-4144／Fax0942-34-9911

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）

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
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開催地

福岡

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）

開催地

UK フェア in 久留米
来て！見て！体感！
CAD/CAM CEREC 体験会

久留米

急激に加速する歯科用 CAD/CAM の世界
多様化するシステムを見極めるそのポイントとは？

開催地

福岡

開催地

福岡

開催地

宮崎

開催地
福岡
鹿児島
長崎
熊本

2017 年 9 月 30 日(土) 12:00～、14:00～、16:00～、18:00～
※ご希望時間によりご体感いただけます。
●会場 ：UK デンタル久留米店 3F UK ホール
●参加費：無料
●協賛：デンツプライシロナ㈱
●問合せ：㈱UK デンタル久留米店 ℡0942-44-8143

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
●講師：藤本 博 先生（熊本県荒尾市開業）
●定員 ：16 名 ●申込金：108,000 円
徳田 将典 先生（福岡県春日市開業）
●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、3 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。
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

UK セミナー in 宮崎
～ポイントさえ掴めば誰にでも質の高い
口腔内写真が撮れる～
口腔内撮影テクニック

2017 年 10 月 1 日(日) 9:30～12:30

●会場 ：㈱UK デンタル宮崎店 2F UK ホール
●定員 ：12 名
●受講料：3,240 円（消費税込）
●問合せ：㈱UK デンタル宮崎店 ℡0985-35-6533
簡単で綺麗に、そして楽に撮影できるように、講義と実習を交えながら口腔内写真撮影のポイントをお伝えいただきます。
●講師：谷山 香織 先生
（谷山歯科医院勤務
／インプラント専門歯科衛生士取得）

京セラ FINESIA イントロダクションコース
●講師：
福岡会場：林 美穂 先生
鹿児島会場：西村 正宏 先生
長崎会場：黒嶋 伸一郎 先生
熊本会場：林 美穂 先生

福岡会場＝10 月 1 日(日) 、鹿児島会場＝10 月 15 日(日)
長崎会場＝11 月 19 日(日)、熊本会場＝12 月 17 日(日)
※時間＝9:00～12:00、13:00～16:00（各会場 2 回開催）
●会場 ：福岡：京セラ九州営業所、鹿児島：鹿児島大学
長崎：UK デンタル長崎店、熊本：UK デンタル熊本店
●受講料：無料
●問合せ：京セラ㈱メディカル事業部 ℡092-452-8148
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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

●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

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

●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 ※残り座席数わずか！
●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）
●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811

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

●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

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。
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開催地

熊本

『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 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

●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、5、6、7 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

宮崎

開催地

長崎

開催地

宮崎

開催地

鹿児島

開催地

鹿児島

UK セミナー in 宮崎
グレーシーキュレットの基本操作方法と
シャープニング

2017 年 10 月 15 日(日) 10:00～17:00

●会場 ：㈱UK デンタル宮崎店 2F UK ホール
●定員 ：16 名
●受講料：20,000 円（昼食費・消費税込）
●問合せ：㈱UK デンタル宮崎店 ℡0985-35-6533 担当＝三藤
グレーシーキュレットの基礎から学びなおすと共に、臨床に活かせるテクニックを身につけていただくことを目的として、シャープニン
グの実習やスケーリング実習を織り交ぜたベーシックセミナーです。
●講師：近藤 ひとみ 先生
（オーラルヘルスケアスペシャリスト
／歯科衛生士）

UK セミナー in 長崎
歯内療法セミナー コンセプチュアルエンド
～Bacteria reduction の勘所～

2017 年 10 月 1９日(木) 19:30～21:00

●会場 ：㈱UK デンタル長崎店 3F UK ホール
●講師：溝口 雄也 氏（ウルトラデントジャパン） ●定員 ：20 名
●協賛：ULTRADENT JAPAN㈱
●受講料：無料
●問合せ：㈱UK デンタル長崎店 ℡095-818-0102
シンプルでシステマチックなウルトラデントエンドシステムを基軸とし、グローバルスタンダードな歯内療法とは何かを複数のエビデン
スを交えて考察するセミナーです。
第 1 回：10 月 22 日(日)、第 2 回：11 月 26 日(日)、第 3 回：12 月 17 日(日)
第 4 回：2018 年 1 月 21 日(日)、第 5 回：2 月 25 日(日)
※時間＝各回 13:00～17:00
●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 ：8 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：5 回合計 162,000 円（消費税込）
、オブザーバー1 回 5,400 円
※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 担当＝山中
予防システムやＩSO 取得等から出来たスマイルケア西八王子デンタルクリニックの医院システムを先生方の医院作りに必要な項目を
まとめた 5 日間コースです。本コースは、受講される先生独自のシステムの構築を目的としております。
UK コース in 宮崎 2017
定期管理型医院システム導入セミナー
～親子予防クリニックをはじめる～

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 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

UK セミナー in 鹿児島
考え方が分かれば意外と簡単！
2017 年 10 月 28 日(土) 15:00～16:30
歯科診療における院内感染対策
●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。
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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）

開催地

第 10 回熊本歯牙移植研究会

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！
●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

2017 年 10 月 28 日(土) 19:00～

●会員発表：坂口 賢 先生
「臼歯部歯牙移植症例（仮）
」
●佐藤俊一郎先生による
自家歯科移植成功へのアプローチ

●会場 ：熊本県歯科医師会館 3F 会議室
●当日会費：開業医 3,000 円、勤務医 1,500 円、スタッフ 1,000 円
●懇親会：19:30～
●問合せ：佐藤歯科クリニック ℡0967-22-5131／Fax0967-22-5132

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

福岡

●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

開催地

日本臨床歯科医学会 熊本支部主催
山﨑長郎先生 特別講演会

熊本

●講演：山﨑 長郎 先生
（日本臨床歯科医学会理事長
／東京 SJCD 最高顧問
／原宿デンタルオフィス）

熊本

開催地

開催地

熊本

開催地

熊本

2017 年 11 月 5 日(日) 10:00～16:00
●会場 ：㈱愛歯熊本本社研修室（熊本県菊池郡菊陽町原水）
●会費 ：日本臨床歯科医学会会員歯科医師 5,000 円・所属スタッフ 3,000 円
非会員歯科医師 10,000 円・所属スタッフ 8,000 円
※10 月末日までお振込みの方は昼食付き
●申込：熊本 SJCD 事務局（㈲アワデント内）Fax096-331-0577
●問合せ：e-mail：taka@ourdent.com

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

2017 年 11 月 5 日(日) 10:00～17:00
●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
2017 年 11 月 11 日(土) 13:00～19:00
11 月 12 日(日)
9:00～17:00

●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。
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開催地

福岡

開催地

福岡

モリタ Er：YAG レーザーを使用した歯周病治療
～レーザー使用における必要な基礎知識から
臨床応用法について～

●会場 ：㈱モリタ福岡支店
●講師：山下 良太 先生
●定員 ：9 名
（久留米市開業：山下良太歯科クリニック院長） ●受講料：10,000 円（消費税込）
●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011
UK セミナー in 福岡
2017 年 11 月 25 日(土) 14:00～19:00
エステティックダイレクトレジン
11 月 26 日(日) 10:00～16:30
ハンズオン アドバンスコース
●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 ：16 名
／福島県開業）
●受講料：86,400 円（日曜昼食費・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
今回のコースは、受講後に速やかに審美充填を臨床で行っていただけるよう“論より証拠”で実習をメインとしたハンズオンコースです。
前歯天然歯を用いたシェードマッチング法、また、臼歯天然歯を用いた咬合面の具体的形態付与方法、Ⅱ級窩洞をより効率的かつ確実に
行う方法など、明日から即実践できる審美充填テクニックをマスターいただけます。

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 19 日(日) 10:00～16:00

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

ホームページアドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｋｄｅｎｔａｌ．ｃｏ．ｊｐ

