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『 ルシェロ ペリオブラシ 』 
 

 

＜ ジーシー ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者参考価格＝1 袋  593 円（税別） 

※替えブラシの販売もあります。 

 
 

 

 
 

 

歯周病のリスクが高い部位の集中ケアに！  
 

今回ご紹介させていただきます商品は、㈱ジーシーより発売されています『ルシェロペリオブ

ラシ』です。こちらの商品は、歯周ポケット・インプラント・補綴物周囲等のペリオリスクの高

い部位のケアにおいて特に力を発揮するブラシです。コシのあるテーパー毛が植毛されており、

歯周ポケットやポンティック下部等の狭い部位にもアクセスしやすいように設計されています。

また、コシを持ちつつも柔らかい毛を使用しているため、歯周ポケット内に挿入した時に痛みが

出にくいのが特長です。ブラシの太さは、細部のプラークの除去が容易な細めのブラシ、毛束が

多く、患者様のセルフケアにおいて安定して操作しやすい太めのブラシの 2 サイズが用意されて

います。ご採用いただいている医院様からは、「ポケットに入れた時に患者様が痛みを訴えること

が減った。」「叢生の患者様のプラークコントロールに重宝している。」とのお声をいただいており

ます。歯ブラシではアクセスしづらい部位のプラークコントロールでお悩みの方に、是非一度お

試しいただきたい商品となっております。詳細につきましては、弊社営業担当者までお尋ねくだ

さい。 

福岡店 営業二課 御手洗 大樹 

バトラーデンタルケアペースト

／サンスター 
＜う蝕予防歯磨剤＞ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増え続ける大人のう蝕予防を強化するた

めに！サンスターよりフッ化物高濃度

（1450ppm）の“バトラーデンタルケア

ペースト”が11月8日から発売されます。

脱灰抑制を強化し、歯面・根面をバリアし

てう蝕を予防します。 

 

【特徴】 

●フッ素濃度950ppm歯磨剤より口中の

フッ素滞留量が約 2 倍となり、象牙質

の再石灰化層の厚さ約 1.2 倍の効果が

確認されました。 

●歯肉の炎症をひき起こす物質の働きを

抑制する薬用成分「グリチルリチン酸ジ

カリウム」と殺菌剤ラウロイルサルコシ

ン塩（原因菌であるミュータンス菌・ジ

ンジバリス菌を殺菌）を配合。歯根面を

露出させないよう健康な歯肉を保ちま

す。 

●歯肉が下がって露出してしまった象牙

質を長時間やさしく磨ける低研磨性で

す。 

 

患者参考価格＝ 

1 箱 70g 入 500 円（税別） 

X スマート IQ 

／デンツプライシロナ 
＜歯科用根管拡大装置＞ 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デンツプライシロナより次世代のコード

レス根管拡大装置“X スマート IQ”が 11

月 21 日に発売されます。iPad Mini とデ

ンツプライシロナのエンド IQ アプリによ

り、Bluetooth で X スマート IQ と iPad 

Mini のペアリングを行い、ファイルライブ

ラリーの中から、使用したいファイルを選

択するというこれまでにないユニークな

仕様で、治療をより良くサポートします。 

 

【特徴】 

●レシプロケーシングモーション（反復回

転運動）を搭載したコードレスタイプ。

連続回転運動はもちろん、レシプロケー

シングモーションも搭載し、ウェーブワ

ン・ゴールドにも対応できます。また、

オートリバース機能も搭載されている

ため、様々なニッケルチタンファイルが

使用可能です。 

●専用アプリにより、各種ファイルデー

タ、使用手順がプリセットされているだ

けでなく、新たにニッケルチタンファイ

ルを登録しカスタマイズすることが可

能です。 

●ファイル使用時のトルク値の可視化、患

者様毎の使用記録を保存できます。 

 

標準価格＝本体一式  230,000 円 

ヴェリコム Well pulp ST 

／ペントロンジャパン 
＜歯科用覆髄材料＞ 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

ペントロンジャパンから発売された“ヴェ

リコム Well pulp ST”は、高純度のカル

シウムシリケートを主成分としたペース

トタイプのバイオセラミックマテリアル

です。天然鉱物を原料として使用していな

いので有害な重金属を含有しておらず、優

れた生体親和性を発揮する水硬性バイオ

セラミックペーストです。 

 

【特徴】 

●高純度に精製された原材料を厳選して

使用し、天然鉱物を原材料としていない

ので、細胞への毒性などが懸念される有

害な重金属を含有していません。 

●組織液（体液）中のリン酸イオンとの反

応により、材料表面上にハイドロキシア

パタイトの前駆体となるリン酸カルシ

ウムを形成します。そのため、歯質と材

料との隙間で経時的にハイドロキシア

パタイトを形成し、歯質との封鎖性を促

進します。 

●ペーストは充填操作に適した粘稠度に

コントロールされているので、使用前の

練和操作や面倒な水分コントロールの

必要がありません。 

●充填後は水和反応により水酸化カルシ

ムを生成するため高アルカリ環境を維

持し、高い抗菌性を発揮します。 

●X 線造影剤として酸化ジルコニウムを

配合。 

●シリンジ先端に専用チップを装着する

ことで、ペーストをピンポイントで患部

にデリバリーできます。 

 

標準価格＝2g シリンジ入 11,800 円 
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★今週の新刊 

隔月刊「補綴臨床」別冊 

『 前歯部ダイレクトボンディング 

              3D メソッド 下巻 』

『 フルデジタルによるカスタムリンガル矯正 』
～治療のコンセプトとテクニック～ 

『 CBCT がエンドを変える 』 

 
 

『 象牙質知覚過敏症 第 3 版 』 
～目からウロコのパーフェクト治療ガイド～ 

本書は基礎編、臨床編の 2 編で構成されており、

基礎編では CBCT 使用で「わかるようになった

こと」と「デンタルエックス線との比較」などを

紹介するとともに、CBCT で変わるエンドの臨

床成績やその治癒傾向などについて、わかりやす

く解説した一冊。 

 

●著 ＝小林 千尋／戸田 賀世 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝6,000 円＋税  

 

『 歯科衛生士のための 

      地域ケア会議必携マニュアル 』 

『 高齢者の歯科診療はじめの一歩 

          介護・介助の基礎スキル 』

フルデジタルによるカスタムリンガル矯正のパ

イオニアとされる「Incognito」システムの基本

的特徴とその製作工程をわかりやすく解説。

「Incognito」システムを早くから導入している

著者陣が、日本人のもつ特性を十分考慮し取り組

んでいる治療プロトコールを、あますことなく供

覧した一冊。 

 

●著 ＝杉山 晶二／広瀬 圭三／居波 徹 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝23,000 円＋税  

 

『一歩先を行く矯正歯科臨床 

          矯正歯科とホワイトニング 』

日本歯科評論 増刊2017 

『 プレスセラミックスの臨床 』 

「地域包括ケアシステム」や「地域ケア会議」の

目的とその効果について知ることができ、地域ケ

ア会議に出席する際の心構えと資料の読み解き

方、会議での助言内容などのスキルアップをはか

るために使用できます。地域ケア会議に求められ

る歯科衛生士を育成する研修テキストや研修を

を企画する際の手引き書に最適。 

 

●監修＝日本歯科衛生士会 

●編集主幹＝秋野 憲一 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝2,000 円＋税  

現在容易に入手可能な知覚過敏抑制材をほぼす

べて収載し、その特徴や作用機序はもちろんのこ

と、その材料の効果を最大限に活かすための使用

上の注意点を、1 ページ 1 製品となるようまとめ

た書。市場に溢れる知覚過敏抑制材の使い分けと

効果的な使用法がわかる一冊。 

 

●編著＝冨士谷 盛興／千田 彰 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝3,700 円＋税   

 

コンポジットレジンのシェード選択ではフロア

ブルレジンを効果的に応用。Two-Color コンセ

プトにおける透明性のコントロールと部位ごと

の築盛手順を学べる書。また、咬合機能の回復に

取り組んだ難症例も提示し、下顎運動を考慮した

前歯部のガイドを調和させることの重要性にも

言及した一冊。 

 

●著 ＝Ulf Krueger-Janson 

●監訳＝宮崎 真至 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝6,500 円＋税   

矯正歯科治療において、これからホワイトニング

を導入する予定の方から、すでに臨床で取り入れ

ている方まで、その留意点や臨床例について最新

のホワイトニング情報も含めてまためた初めて

の成書。 

 

●著者＝椿 知之／椿 丈二 

●出版＝東京臨床出版 

●価格＝6,000 円＋税   

要介護高齢者が安心・安全な歯科診療をうけるた

めの姿勢や動作（診療用チェアへの移乗、誤嚥を

起こさない適切な姿勢）の考え方と、そのための

介助法の基本的な技術を紹介。日常の診療にすぐ

取り入れることができるよう、介助の基本的な手

順は実例に則した写真などで詳細に図解した一

冊。 

 

●著 ＝内藤 徹／秋竹 純 

    牧野 路子／水谷 慎介 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝3,000 円＋税   

高強度と審美性を兼ね備え、製作しやすくコスト

パフォーマンスにも優れたプレスセラミックス

を日常臨床で活かすためのポイントについて解

説。臨床ステップごとに詳説に示すと共に、ラミ

ネートベニア、インレー、アンレー、クラウン、

ブリッジそしてメインテナンスまで豊富な臨床

例を通して解説した一冊。 

 

●編著＝日高 豊彦 

●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ 

●価格＝5,800 円＋税  
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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 81 社 

●相談コーナー：4 社 

●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 

●特別講演会受講料：各講演会とも 2,000 円 

●問合せ：㈱UK デンタル ℡096-377-2555 

 

いよいよ今週末の開催です！ 

皆様方のご来場を社員一同、心よりお待ち申し上げております。 

 

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 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） 

※第 1、2 回目は終了いたしました。 

●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 
 

開催地 
九州歯科大学同窓会主催 

平成 29 年度 ポストグラデュエートセミナー 

第１回：１１月 12 日(日)、第 2 回：12 月 17 日(日) 

第 3 回：2018 年 1 月 21 日(日)、第 4 回：2 月 4 日(日) 

第 5 回：3 月 4 日(日)  ※時間＝各回 9:30～15:30 

福岡 

●講師陣： 

第 1 回：清水博史先生／樋口克彦先生 

第 2 回：諸冨孝彦先生／倉富覚先生 

第 3 回：吉松繁人先生／阿部伸一先生 

第 4 回：大渡凡人先生／堀之内康文先生 

第 5 回：辻本真規先生／柴原清隆先生 

陶山新吾先生／樋口惣先生 

●会場 ：九州歯科大学 本館 5F 501 会議室 

●定員 ：各回 100 名 

●受講料：九歯大同窓会会員：全回受講 25,000 円、1 回受講 10,000 円 

      九歯大同窓優待会員：全回受講 27,500 円、1 回受講 11,000 円

     非会員：全回受講 30,000 円、1 回受講 12,000 円 

●問合せ：九州歯科大学同窓会事務局 ℡093-561-5077  

     E-mail：kdu-jimu@kyushi-doso.jp 
 

開催地 
白水貿易主催 

Bio Race を極める！ 
2017 年 11 月 12 日(日) 10:00～17:00 

福岡 
●講師：牛窪 敏博 先生 

（大阪市：歯内療法専門医開設） 

●会場 ：八重洲博多ビル 

●定員 ：10 名 

●受講料：60,000 円（消費税込） 

●問合せ：白水貿易㈱福岡営業所 ℡092-432-4618 

 

開催地 熊本小児歯科懇話会 第 80 回例会 2017 年 11 月 12 日(日) 10:00～開会 

熊本 

●講師：岡 暁子 先生 

（福岡歯科大学小児歯科准教授） 

●演題：「こどもの口を診る 

～診査・診断のポイントと治療の実際～」

●会場 ：熊本県歯科医師会館 3F 研修室 

●受講料：歯科医師会員 2,000 円、歯科医師非会員 3,000 円 

スタッフ・その他 1,000 円 

●問合せ：入江歯科医院 ℡096-282-3188 入江英仁先生 
 

開催地 
臨床歯列矯正学セミナー【S.C.O.】定例大会 

オープンセミナー 2017 

2017 年 11 月 18 日(土) 15:00～19:00 

11 月 19 日(日) 10:00～16:00 

熊本 

●講師：歯牙移動セミナー講師陣 

犬童 寛治 先生（熊本市・八代市開業） 

田中 勝寛 先生（福岡県大川市開業） 

久永 豊 先生（犬童矯正歯科クリニック勤務）

●会員の先生方の症例発表会・症例検討会 

●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 2F UK ホール 

●受講料：2,000 円（日曜昼食費・消費税込） 

●問合せ：臨床歯列矯正学セミナー【S.C.O.】事務局 

（㈱UK デンタル企画室） ℡096-377-2555 

歯牙移動セミナーの受講生で発足しておりますスタディグループ「臨床歯列矯正学セミナー【S.C.O.】」のオープンセミナーです。歯牙

移動セミナー講師陣の講演や会員の先生方の症例発表、症例検討会など開催されます。歯牙移動セミナーの受講をご検討されておられま

す先生や矯正治療にご興味をお持ちの先生のご参加をお待ちいたしております。 
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開催地 

UK セミナー in 鹿児島 

歯科医師・歯科衛生士のためのインプラント 

    メインテナンス ステップアップセミナー

2017 年 11 月 19 日(日) 10:00～16:00 

鹿児島 

●講師：加藤 久子 先生 

      （歯科エージェンシー勤務） 

●会場 ：㈱UK デンタル鹿児島店 3F UK ホール 

●定員 ：16 名 

●受講料：20,000 円（昼食費・消費税込） 

●協賛 ：デンツプライシロナ㈱ 

●問合せ：㈱UK デンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 

【講義】●予防先進国アメリカの予防歯科事情、●術前の準備およびインフォームドコンセント 

    ●メインテナンス時のチェック項目、●インプラントメインテナンスに適した器材の選択 

【実習】●プロービング、●歯面研磨、●超音波スケーリング 

 

開催地 

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～ 

2017 年 11 月 19 日(日) 10:00～16:00 

福岡 
●講師：山下 良太 先生 

（久留米市開業：山下良太歯科クリニック院長）

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 

●定員 ：9 名 

●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 

 

開催地 京セラ FINESIA イントロダクションコース 

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） 

長崎 

・ 

熊本 

●講師： 

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 

●会場 ：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 

 

開催地 

UK セミナー in 鹿児島 

JDS Creation Course 

～ジルコニア用陶材 クリエイション ZI-CT～ 

2017 年 11 月 23 日(木／祝) 9:00～17:00 

鹿児島 

●講師：滝澤 崇 先生 

    （oral design メンバー認定） 

●会場 ：㈱UK デンタル鹿児島店 3F UK ホール 

●定員 ：10 名 ※満員御礼！ 

●受講料：12,960 円（ジルコニアコーピング・模型代・消費税込） 

      JDS クラブ会員 10,800 円 

●問合せ：㈱UK デンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 

世界が絶賛しているジルコニア用陶材「クリエイション」の体験コースです。長石の高い含有率、高い焼成温度、リューサイトの微細な

結晶構造、これらの効果によって緻密にそして鮮やかに焼き上がる陶材を体験していただけるハンズオンコースです。 

 

開催地 

UK セミナー in 福岡 

エステティックダイレクトレジン  

       ハンズオン アドバンスコース 

2017 年 11 月 25 日(土) 14:00～19:00 

11 月 26 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 ：16 名 ※満員御礼！ 

●受講料：86,400 円（日曜昼食費・消費税込） 

●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 

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 

第 3 回：11 月 25 日(土)・26 日(日) 

※時間：土曜日 10:30～16:30、日曜日 10:00～16:00 

福岡 

●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） 

●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 

※第 1、2 回目は終了したしました。 
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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 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）

※第 1、2 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 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 

UK コース in 宮崎 

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～ 

第 1 回：11 月 26 日(日)、第 2 回：12 月 17 日(日) 

第 3 回：2018 年 1 月 21 日(日)、第 4 回：2 月 25 日(日) 

第 5 回：3 月 18 日(日) ※時間＝各回 13:00～17:00 

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）

※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 ：8 名（お申込先着順） ※満員御礼！ 

●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 

●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。 
 

開催地 
デンツプライシロナ㈱主催・㈱UK デンタル協賛 

聞くとよく効く“麻酔”の話 
2017 年 11 月 26 日(日) 13:00～16:00 

福岡 

●講師：砂田 勝久 先生 

（日本歯科大学生命歯学部 

       歯科麻酔学講座 教授） 

●会場 ：JR 博多シティ 大会議室 C+D 

●定員 ：50 名 

●受講料：5,000 円（消費税込） 

●問合せ：デンツプライシロナ㈱ ℡03-5114-1008  

【講義】『痛くない麻酔』『良く効く麻酔』『安全な麻酔』のための・笑気の知識・表面麻酔の知識・浸潤麻酔の知識・伝達麻酔の知識 

【デモ】顎模型を使用した近位伝達麻酔 

 

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 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、2、3、4、5 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 

NPO 法人 介護の輪セミナー 

「簡単にわかる、できる食支援のすすめ」 

～すぐに役立つ摂食嚥下障害の診断、 

          対応方法について～ 

2017 年 11 月 26 日(日) 9:00～12:00 

熊本 

●講師：園田 隆紹 先生 

（NPO 法人介護の輪理事 

／日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士 

／共愛歯科医院副院長） 

●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 2F UK ホール 

●定員 ：60 名 

●受講料：医師・歯科医師 5,000 円、歯科衛生士・介護関係者・他 2,000 円

●問合せ：NPO 法人介護の輪 ℡0964-32-5831 担当＝佐々木 

 

開催地 
3M デジタルデンティストリーセミナー 

本格化するデジタルの潮流を先取りするために 
2017 年 11 月 26 日(日)   14:00～17:00 

福岡 
●講師：松永 興昌 先生 

（松永歯科クリニック院長） 

●会場 ：TKP 博多駅前シティセンター カンファレンス 2 

●定員 ：20 名 

●受講料：お一人様 5,000 円（消費税込） 

●問合せ：3M コールセンター ℡0120-332-329 
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開催地 

モリタ友の会クリニカルチャー研修会 

マイクロスコープで激変！ 

歯内療法の成功率をアップするセミナー 

（ベーシック） 

2017 年 11 月 26 日(日)   10:00～17:00 

福岡 

●講師：辻本 恭久 先生 

（日本大学松戸歯学部 歯内療法学講座診療教授 

          ／日本顕微鏡歯科学会会長）

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●定員 ：5 名 

●受講料：モリタ友の会会員 54,000 円、友の会会員スタッフ 57,240 円 

     一般 68,040 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 
GC 友の会 歯科衛生士会員 イブニングセミナー

患者さんの“心を開く”コミュニケーション術 
2017 年 11 月 30 日(木) 16:00～19:00 

福岡 
●講師：柴原 由美子 先生 

（歯科医師／ライフセラピスト） 

●会場 ：レソラホール（福岡市中央区天神） 

●定員 ：100 名 

●受講料：GC 友の会 DH 会員 3,240 円、会員以外 6,480 円 

     GC 友の会入会して参加 3,240 円（消費税込） 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 

 

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

 

開催地 
プラークコントロール How To セミナー 

～Magic！Miracle！Smile！を臨床に！～ 
2017 年 12 月 3 日(日) 10:00～12:00 

熊本 

●講師：本田 貴子 先生 

（フリーランス／FOCUS 代表） 

    神谷 晃代 先生（東町グラン歯科勤務）

    鏡 智子 先生（フリーランス） 

●会場 ：森都心プラザ C 会議室  

●定員 ：20 名様限定 

●受講料：2,000 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 
Dental Staff Study Group“FOCUS！” 

6 回コース 
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 

●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、5 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 
モリタ友の会クリニカルチャー講演会 

歯科医院での偶発症予防と救命処置 
2017 年 12 月 3 日(日)   13:00～16:00 

福岡 

●講師：横山 武志 先生 

（九州大学大学院歯学研究院 

口腔顎顔面病態学講座 歯科麻酔学分野教授 

／歯科救命処置研究会代表）

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●定員 ：40 名 

●受講料：モリタ友の会会員 7,560 円、友の会会員スタッフ 10,800 円 

     一般 21,600 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 

デンタル NLP セミナー 

「我慢し過ぎて、 

     実はもう伝えることが嫌になりました」

2017 年 12 月 3 日(日)   10:00～16:00 

福岡 
●講師：今野 由利 先生 

（歯科衛生士／デンタル NLP トレーナー） 

●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール 

●定員 ：30 名 

●受講料：12,000 円（昼食費・消費税込） 

●申込み：スマイルケアホームページ、または Fax03-6740-8312 

 

開催地 

第 20 期 歯科基礎臨床講座（霧島会） 

6 回コース 

2017 年 12 月～2018 年 5 月 

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 3 回：2018 年 2 月 17 日(土)・18 日(日)＝（Dr・DH 合同） 

第 4 回：2018 年 3 月 17 日(土)・18 日(日) ＝（Dr・DT 合同） 

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 

鹿児島 

●主宰：永井 省二 先生（宮崎県都城市開業） 

●講師：土持朝清先生／根井俊輔先生／陶山隆先生

    濱田眞人先生／林 聡先生／石橋貴樹先生 

        濱川悦郎先生／隈崎美穂先生 

●会場 ：㈱UK デンタル鹿児島店 3F UK ホール 

●受講料：380,000 円（材料費・消費税込）※分割可 

     オブザーバー20,000 円（5 回分通し）、DT・DH 各回 10,000 円

●問合せ：はまだ歯科医院 濱田眞人先生 

℡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 
前歯でも噛める入れ歯研究会企画 

特別講演会・会員発表 

2017 年 12 月 16 日(土) 14:00～18:00 

12 月 17 日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●前歯でも噛める入れ歯研究会主宰：河原英雄先生

●特別講師：竹内 孝仁 先生 

（国際医療福祉大学大学院教授） 

      北折 一 先生 

       （元 NHK 科学 

・環境番組部専任ディラクター）

●会員発表 

●会場 ：博多メディカル専門学校 

●受講料：歯科医師 10,000 円、コデンタル・その他 6,000 円（日曜昼食付）

●問合せ：前歯でも噛める入れ歯研究会事務局 Fax092-776-7555 

            Mail：maekame108@gmail.com 

 

開催地 

デンツプライシロナエンドセミナー in 福岡 

GP の歯内療法 その質を高めるために 

～Perfect Solution！ 

進化した wave-one GOLD システムの魅力～ 

2017 年 12 月 17 日(日) 10:00～16:00 

福岡 ●講師：阿部 修 先生（平和歯科医院院長） 

●会場 ：JR 博多シティ 10F 会議室 A＋Ｂ 

●定員 ：18 名 

●受講料：35,000 円（実習材料費・昼食・消費税込） 

●問合せ：デンツプライシロナ㈱ ℡03-5114-1008 
 

開催地 

スタディーグループ九塵芥 PRESENTS Ⅳ 

湯浅直人 Zircnia Ceramic Hands-On 

                    Seminar in 熊本 

2017 年 12 月 23 日(土) 10:00～17:00 

12 月 24 日(日)  9:00～16:00 

熊本 

●講師：湯浅 直人 先生 

  （クレノリタケデンタル公認インストラクター）

●主催：スタディーグループ九塵芥 

●後援：クラレノリタケデンタル・ATD ジャパン 

●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 2F UK ホール 

●定員 ：12 名（先着順） 

●受講料：75,000 円（Zr フレーム・昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈲アズテック（田中） ℡096-357-2060 

 

開催地 

白水貿易主催 

ウルトラソニックエンドセミナー 

超音波を用いてエンド治療を克服しよう！ 

2018 年 1 月 15 日(日) 10:00～17:00 

福岡 
●講師：神戸 良 先生 

（京都市：良デンタルクリニック院長）

●会場 ：八重洲博多ビル 3F 会議室 6 

●定員 ：16 名 

●受講料：50,000 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 

UK コース 2017 in 福岡 

第 11 期 GDS デンチャー各論コース  

2day×6 回コース 

印象コース：第 1 回：1 月 20 日(土)・21 日(日) ※初日土曜日は 10:00 開始

咬合コース：第 2 回：2 月 10 日(土)・11 日(日) 

      第 3 回：3 月 24 日(土)・25 日(日) 

スーパーストラクチャーコース： 

      第 4 回：4 月 21 日(土)・22 日(日) 

      第 5 回：5 月 12 日(土)・13 日(日) 

リベースコース：第 6 回：6 月 23 日(土)・24 日(日) 

※土曜日＝14:00～19:30、日曜日＝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！ 

         当日は IC カードをご持参ください。 

●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール  

●定員 ：16 名限定（お申込先着順） ※ウエイティングにて満員御礼！  

      以降も、継続的にウェイティングとして受付中！ 

●受講料：歯科医師・歯科技工士 1 名    500,000 円 

     歯科医師・歯科技工士ペア参加 900,000 円（2 名様・消費税込） 

     ※分割支払い可 

     ※オブザーバー受講料 1 回あたり 10,800 円 

●問合せ：㈱UK デンタル企画室 ℡096-377-2555 

審美治療という付加価値的な治療を除くとその大半の治療は、“咬合させる事による機能回復”の為にあるといっても過言ではありませ

ん。そのような観点から総義歯治療は咬合回復治療に必要な基礎知識などを多く含んだ治療であります。各回の各論を通じて、義歯の印

象方法やそれらに関する事項、および、的確な水平的・垂直的顎位の決定方法や義歯が安定する人工歯の配列ポジション、無口蓋義歯の

設計概念などをお伝えします。●印象コース、●咬合コース、●スーパーストラクチャーコース、●リベースコースの 4 部構成。 

 

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） 

2018 年 前期 

第 1 回：1 月 20 日(土)・21 日(日)、第 2 回：2 月 10 日(土)・11 日(日) 

第 3 回：3 月 10 日(土)・11 日(日)、第 4 回：4 月 14 日(土)・15 日(日) 

第 5 回：5 月 12 日(土)・13 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 

長崎 PＩO 国際歯科センター主催 

第 8 期 Nagasaki Endo 塾 

Basic-Advance 3D Endo Master Course 

第 1 回：1 月 20 日(土)・21 日(日)、第 2 回：2 月 17 日(土)・18 日(日) 

第 3 回：3 月 10 日(土)・11 日(日)、第 4 回：4 月 15 日(日) 

※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）

●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 10,000 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 
「人として」「女性として」「歯科衛生士として」の

現在・過去・未来 
2018 年 1 月 21 日(日) 9:30～13:30 

熊本 ●講師：安生 朝子 先生（㈱ジョルノ代表） 

●会場 ：森都心プラザ A・B 会議室  

●定員 ：75 名様限定 

●受講料：5,000 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 
【子どもとママの健口を育む会講演会】 

『人体の巨大ネットワークを口腔から！』 
2018 年 1 月 21 日(日) 9:00～12:30 

熊本 

●講師：北村 義久 先生 

（ささやか歯科子ども発達研究所所長）

    吉田 美香 先生（さわやか歯科院長） 

    齋部 泰子 先生（歯科衛生士） 

    前田 夏枝 先生（エデュケーター） 

●会場 ：熊本県歯科医師会館 4F ホール 

●定員 ：200 名 

●受講料：会員ドクター及びスタッフ 1,000 円 

     非会員ドクター10,000 円、スタッフ 5,000 円 

●問合せ：けやき通り歯科・矯正歯科 ℡096-379-9295 
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開催地 

UK セミナー in 熊本 

Er.YAG レーザー in Dentistry 

～アーウィンはどこめで使えるか～ 

2018 年 2 月 18 日(日) 10:00～16:30 

熊本 

●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）

●会場 ：UK デンタル熊本店 2F UK ホール 

●定員 ：9 名（お申込先着順） 

●受講料：10,800 円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UK デンタル熊本店 ℡096-377-2555 
 

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～ 

2018 年 2 月 25 日(日) 9:30～16:20 

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 

●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  
 

開催地 

『川嵜塾』アドバンスコース 2018 

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 1 回：3 月 10 日(土)・11 日(日)、第 2 回：4 月 7 日(土)・8 日(日) 

第 3 回：5 月 12 日(土)・13 日(日)、第 4 回：6 月 9 日(土)・10 日(日) 

第 5 回：7 月 7 日(土)・8 日(日)、第 6 回：8 月 4 日(土)・5 日(日) 

第 7 回：9 月 1 日(土)・2 日(日)、第 8 回：10 月 6 日(土)・7 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）

●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 640,000 円、再受講実習あり 400,000 円 

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

～基礎力を高め・応用力を磨き・確実で精度の高い診療を～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 
熊本地震復興支援特別講演会 

「歴史が示す歯周病は治療から予防の時代へ」 
2018 年 3 月 21 日(水／祝) 10:00～17:00 

熊本 

●講演：Jan Lindhe 名誉教授 

（スウェーデン・イェテボリ大学） 

●通訳：岡本 浩 先生 

（TOKYO 歯周治療センター院長） 

●遂次通訳：竹内 泰子 先生 

（東京世田谷区開業／SDA Japan 代表）

●主催：東 克章 先生 

（東歯科医院／東臨床歯周病研究所） 

●会場 ：グランメッセ熊本 

●受講料：早期・通常は昼食弁当付き 

【熊本県】早期割引（2017 年 12 月 27 日迄） 

歯科医師 14,000 円、歯科衛生士 7,000 円 

通常価格（2018 年 1 月 31 日迄） 

歯科医師 18,000 円、歯科衛生士 9,000 円 

当日歯科医師 20,000 円、歯科衛生士 10,000 円 

 【その他全国】早期割引（2017 年 12 月 27 日迄） 

歯科医師 20,000 円、歯科衛生士 11,000 円 

通常価格（2018 年 1 月 31 日迄） 

歯科医師 24,000 円、歯科衛生士 14,000 円 

当日歯科医師 27,000 円、歯科衛生士 17,000 円 

●問合せ：Jan Lindhe 名誉教授熊本地震復興支援特別講演会事務局 

         ℡&Fax096-343-3357（東歯科医院内） 
 

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 24 期 KＩRG コース 2018 

第 1 回：4 月 21 日(土)・22 日(日)、第 2 回：5 月 19 日(土)・20 日(日) 

第 3 回：6 月 23 日(土)・24 日(日)、第 4 回：7 月 21 日(土)・22 日(日) 

第 5 回：8 月 18 日(土)・19 日(日)、第 6 回：9 月 22 日(土)・23 日(日)  

第 7 回：10 月 20 日(土)・21 日(日)、第 8 回：11 月 17 日(土)・18 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） 

●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事務局（伊東歯科口腔病院内） 

      ℡096-352-5976／Fax096-359-0261 

担当＝相良・兼子・向田  

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。 

 



  Vol. 694-5 2017 年 11 月度 セミナー＆フェア案内 

 
 
 
 
 

 
 

 

開催地 
Fukuoka Clinical Dental Course 

Advance 2018 

第 1 回：4 月 22 日(日)、第 2 回：5 月 27 日(日)、第 3 回：6 月 17 日(日) 

第 4 回：7 月 1 日(日)、第 5 回：8 月 19 日(日)、第 6 回：9 月 16 日(日) 

※時間：各回とも 10:00～17:00 

福岡 ●講師：藤本 博 先生（熊本県荒尾市開業） 

●会場 ：福岡県歯科医師会館 4F 会議室 

●定員 ：16 名  

●受講料：一括 300,000 円、分割 50,000 円×6 回（消費税別途） 

●問合せ：FCDC 事務局（ふじもと歯科医院内） 

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

 

開催地 

UK コース in 熊本 

2018 第 12 期 歯牙移動セミナー 

～歯列矯正 Basic Course～ 

Stage1：5 月 19 日(土)・20 日(日)、Stage2：6 月 16 日(土)・17 日(日)  

Stage3：7 月 21 日(土)・22 日(日)、Stage4：8 月 25 日(土)・26 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） 

※ホームページでも掲載中！ 

  http://www1.ocn.ne.jp/~course06/ 
※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 

     ※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 

UK セミナー in 福岡 

一般社団法人 国際歯周内科学研究会 認定セミナー

ツカモトセミナー「位相差顕微鏡を活用しよう！」

2018 年 5 月 20 日(日) 10:00～16:30 

福岡 

●講師：塚本 高久 先生 

    （国際歯周内科学研究会インストラクター）

※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 ：18 名 

●受講料：43,200 円、追加 1 名 21,600 円、再受講 16,200 円（消費税込）

●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811 

「内科的歯周病治療ってなに？」「位相差顕微鏡を導入したが、なかなかうまく稼動していないなあ。」「患者さんへの説明はどうしたら

よいだろう。」という先生、位相差顕微鏡を使った内科的歯周病治療を１からお話します。また、内科的歯周病治療だけでなく、快適な

歯科医院をスタッフと一緒にどうやって作りあげていくか。明日から使える院内改革法をお伝えします。 

 

開催地 

Fukuoka Clinical Dental Course 2018 

 

 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 1 回：6 月 23 日・24 日＝総論・資料採得 

第 2 回：7 月 28 日・29 日＝診断・治療計画 

第 3 回：8 月 25 日・26 日＝初期治療（咬合と炎症） 

第 4 回：9 月 22 日・23 日＝歯周外科 

第 5 回：10 月 27 日・28 日＝成人矯正 

第 6 回：11 月 24 日・25 日＝インプラント 

第 7 回：12 月 22 日・23 日＝補綴 1 

第 8 回：2019 年 1 月 26 日・27 日＝補綴 2 

第 9 回：2019 年 2 月 23 日・24 日＝審美修復 

第 10 回：2019 年 3 月 23 日・24 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） 

●会場 ：デンツプライシロナ㈱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。 
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