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『 オーラルピース  

クリーン & モイスチェア 』 
 

＜ ヨシダ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

患者参考価格＝80g 1,200円（税別） 

 

 

自然でやさしい低刺激の口腔ケア健康ジェル！ 
 

今回紹介させて頂く商品は、㈱ヨシダから発売されております『オーラルピースクリー

ン＆モイスチュア』です。こちらの商品は、歯磨きと口腔ケア、口内保湿材としてお使い

いただけ、天然由来の食品原料（ナイアシン e 配合）でつくられているため、誤飲しても

体内で分解・消化される口腔ケア製品です。化学合成成分フリーで乳幼児から高齢者、妊

婦の方や授乳中の方、誤飲や誤嚥の心配がある方、そして災害時や水のない環境でも安心

してご使用いただけます。成分であるナイアシン e は、乳酸菌が作る抗菌ペプチド（たん

ぱく質）と植物成分から作られた天然抗菌剤であり石油や化学原料から作られる合成殺菌

剤と比べおなかにも体にもやさしい点が特徴です。また自然でやさしく爽やかな味で研磨

剤は無配合となっております。 

導入頂いた歯科医院様からは、「患者様からの反応がよく、自信をもってお勧めできる商

品です。」とのお声を頂いております。9月25日から新しいフレーバー（ミント・オレン

ジ）も追加発売されました。是非この機会に安心・安全な口腔ケア剤の一つの選択肢とし

て導入を検討してみてはいかがでしょうか。 
 

鹿児島店 営業一課 高城 正一 

Systema SP-Tジェル NEW 

／ライオン歯科材 

＜歯磨剤＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライオン歯科材から発売中の無研磨ジェ

ルタイプの歯磨剤「Systema SP-T ジェ

ル」が、ホストケア（歯肉の防御）成分を

プラスして“Systema SP-T ジェル

NEW”としてリニューアル発売されまし

た。バイオフィルム殺菌、浮遊菌殺菌によ

る菌コントロールと上皮バリア機能の強

化、歯ぐき組織の修復、歯ぐきの炎症・出

血抑制によるホストケアを両立しました。 

 

【特徴】 

●VE（ビタミンE）承認基準最大濃度配合

で「上皮バリア機能強化」「歯ぐき組織の

修復」、TXA、β-グリチルレチン酸配合

で「歯ぐきの炎症・出血抑制」により、

高い歯周病予防効果が得られます。 

●殺菌成分 IPMP（イソプロピルメチルフ

ェノール）がバイオフィルムに浸透し、

高い殺菌効果を発揮します。 

●フッ素（NaF）1450ppmF配合です。 

●ハーブミントの香味です。 

 

患者参考価格＝85g入 1,500円（税別） 

デントジア／トクヤマデンタル 

＜印象体除菌スプレー＞ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トクヤマデンタルから発売された“デント

ジア”は、高純度安定型次亜塩素酸水の印

象体除菌スプレーです。印象体や石膏模型

の表面を素早く除菌できるよう、最適な濃

度とpHに調整した除菌スプレーです。「弱

酸性次亜塩素酸水」は次亜塩素酸ナトリウ

ムを薄めたアルカリ性水溶液の約80倍の

除菌効果を持つと言われ、高い殺菌力を持

ちながら、皮膚に触れても問題のない扱い

やすさが特徴です。 

 

【特徴】 

●印象採得後の印象体や石膏模型の除菌

に有効です。 

●幅広い菌やウイルスに有効で素早く簡

単除菌します。 

●塗布後、10秒で効果を発揮します。 

●印象体や石膏模型への影響が少なく、安

心して使用が可能です。 

 

標準価格＝１本400ml入 1,800円 

TMR-ゼットフィル10. 

／YAMAKIN 
＜歯科充填用コンポジットレジン＞ 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

YAMAKINから 10月1日に発売される

の“TMR-ゼットフィル10．”は臨床で使

いやすい操作性色調などを追求し、これま

でのレジン製品で培ってきたフィラーテ

クノロジー（セラミックス・クラスター・

フィラー）を最大限に活用した保険適用の

コンポジットレジンです。 

 

【特徴】 

●フィラーテクノロジーにより、長期フッ

素徐放性を示すだけでなく、強度や耐久

性も高い設計になっています。また、フ

ッ素リチャージ性があり、歯磨剤や洗口

液に含まれるフッ素を取り込んで放出し

ます。 

●光が散乱して周囲の色がなじみやすく

なる「カメレオン効果」期待できます。

さらにA5およびOA5シェードをライ

ンアップし、高齢者の歯頚部や削除量の

少ない症例でも審美性を確保できます。 

●ユニバーサルはスパッチュラ離れが良

好でありながら、スムーズに伸びる柔ら

かさがあります。また、フロー・ローフ

ローは適度な流動性を持ち、思ったとこ

ろにスムーズに流し込んだり置いたりす

ることが可能です。 

 

標準価格＝ 

ユニバーサル3.8g（2mL） 2,400円 

フロー・ローフロー 

2.6g（1.5mL） 2,400円 
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開催地 

宮崎包括歯科臨床研究会（M.A.C.D.） 

5周年記念講演会 

「歯科人生50年を通して伝えたいこと」 

2018年 10月 7日(日) 15:00～17:30 

宮崎 
●講師：中野 充 先生 

（北九州市小倉北区：ナカノ歯科医院） 

●会場 ：宮崎県歯科医師会館 3F 会議室 

●受講料：無料（但し事前お申込みが必要です） 

●問合せ：コーヘイデンタルオフィス ℡0985-89-5992 小椋康平先生 

E-mail：kohei3698@ae.auone-net.jp 

 

開催地 

UKコース in 福岡 2018 

第7期 GDS各論 全部床義歯配列コース 

2Days×3回コース 

第1回：10月13日(土)・14日(日)、第2回：11月3日(土／祝)・4日(日) 

第3回：12月1日(土)・2日(日) 

※時間＝土曜日：14:00～19:00、日曜日9:30～16:30 

但し第2回土曜日10:00～開始 

福岡 

●講師：田中 昌弘 先生 

    （LAB QUALITY代表／久留米市開業） 

●インストラクター：須崎 慎一 先生 

   （インターデンタルラボ㈱代表／熊本県開業） 

●協賛：イボクラールビバデント㈱、㈱ジーシー 

    ㈱松風、㈱ニッシン 

●会場 ：㈱UKデンタル福岡店 3F UKホール  

●定員 ：12名（お申込先着順） 

●受講料：3回合計162,000円（材料費・日曜昼食費・消費税込） 

     聴講のみ歯科医師様1回当り10,800円（本受講技工士様同伴） 

     過去受講オブザーバー 1回当り6,480円 

●問合せ：㈱UKデンタル福岡店 ℡092－874－2811 

このコースでは、補綴の基礎学問ともいえる全部床義歯の製作を通して、歯科技工士として必要な「観察力」と「技術力」を学んでいた

だける内容です。患者さんの口腔内で機能（咀嚼・咬合）し、安定（面着・吸着）も損なわない、そんな、患者さんを幸せにする全部床

義歯メソッドを体感していただき、全部床義歯から総義歯へと、歯科技工の付加価値を高める第一歩としてこれからの技工ライフにお役

立ていただけるコースです。 

 

開催地 

UKセミナー in 鹿児島 

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 

2018年 10月  14日(日) 9:30～16:30 

鹿児島 

●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デンタル鹿児島店 3F UKホール 

●定員 ：16名（お申込先着順）※残り座席数わずか！ 

●受講料：54,000円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 

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 

久留米・長崎・宮崎・鹿児島・大分 

『聞くとよく効く“麻酔”の話』 

●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） 

●定員 ：各会場とも30名 ※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●受講料：6,480円（消費税込） 

久留米 2018年 10月14日(日) 13:00～16:30 
●会場 ：久留米リサーチ・パーク 2F研修室E 

●問合せ：㈱UKデンタル久留米店 ℡0942-44-8143 

長崎 2018年 10月21日(日) 13:00～16:30 
●会場 ：㈱UKデンタル長崎店 3F UKホール 

●問合せ：㈱UKデンタル長崎店 ℡095-818-0102 

宮崎 2018年 10月28日(日) 13:00～16:30 
●会場 ：㈱UKデンタル宮崎店 2F UKホール 

●問合せ：㈱UKデンタル宮崎店 ℡0985-35-6533 

鹿児島 2018年 11月11日(日) 13:00～16:30 
●会場 ：㈱UKデンタル鹿児島店 3F UKホール 

●問合せ：㈱UKデンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 

大分 2018年 11月25日(日) 13:00～16:30 
●会場 ：J:COMホルトホール大分 410会議室 

●問合せ：㈱UKデンタル大分店 ℡097-513-3988 

 
【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 
モリタ友の会 

日常臨床でEr：YAGレーザーは有効か 
2018年 10月 14日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●講師：津久井 明 先生 

（神奈川県横須賀市開業 

  ／㈱モリタアドベール公認インストラクター） 

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●定員 ：12名 

●受講料：モリタ友の会会員10,800円、未入会24,840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 
熊本歯科三水会主催 

攻めの保存治療～MTAとCRの活用～ 
2018年 10月 14日(日) 10:00～16:30 

熊本 

●講師：高田 光彦 先生 

（神戸市開業 

／日本歯周病学会会員関西支部理事） 

●協賛：㈱マイクロテック・㈱モモセ歯科商会 

     白水貿易㈱・YAMAKIN㈱ 

●会場 ：熊本県歯科医師会館 研修室 

●定員 ：50名 

●受講料：三水会会員無料、非会員9,000円（昼食費・消費税込） 

●主催 ：熊本歯科三水会 

●問合せ：川口歯科医院 ℡096-383-8118 

 

開催地 

熊本県歯科衛生士会主催  

平成30年度 第8回 新人育成研修会 

基本をしっかり学んで 

   不安を解消したいと思っているあなたへ 

第4回：10月14日(日)、第5回：11月11日(日)第6回：12月16日(日) 

時間：全回とも10:00～15:30 

熊本 

●講師：熊本県歯科衛生士会 講師陣 

福本厚子先生／長野靖弘先生／古嶋暁子先生 

豊永久美先生／大林尚子先生／嶋崎恵子先生 

緒方有希先生／金城優先生／山本温子先生 

荒井夏美先生  

※第1、2、３回目は終了いたしました。 

●会場 ：熊本県総合保健センターまたは熊本県歯科医師会館 

●定員 ：15名限定 

●会費 ：歯科衛生士会会員30,000円、非会員70,000円（昼食費込） 

●問合せ：熊本県歯科衛生士会事務局 ℡&Fax096-360-3415 

 

開催地 

UKセミナー in 長崎・熊本・久留米・宮崎・大分 

デンツプライシロナタイアップ企画 

ニッケルチタンファイル体験会 

●講師：デンツプライシロナ㈱社員 

●定員 ：各会場とも5名 

●受講料：無料 

長崎 2018年10月17日(水) 19:30～21:00 
●会場 ：アルカス佐世保 

●問合せ：㈱UKデンタル長崎店 ℡095-818-0102 

熊本 2018年10月25日(木) 19:00～20:30 
●会場 ：菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘コミュニティーセンター 

●問合せ：㈱UKデンタル熊本店 ℡096-377-2555 

久留米 2018年11月 7日(水) 19:30～21:00 
●会場 ：UKデンタル久留米店 3F UKホール 

●問合せ：㈱UKデンタル久留米店 ℡0942-44-8143 

宮崎 2018年11月15日(木) 19:30～21:00 
●会場 ：延岡市歯科医師会館 

●問合せ：㈱UKデンタル宮崎店 ℡0985-35-6533 

熊本 2018年11月27日(火) 19:30～21:00 
●会場 ：河原歯科医院2F研修室（熊本県山鹿市内） 

●問合せ：㈱UKデンタル熊本店 ℡096-377-2555 

大分 2018年12月 6日(木) 19:30～21:00 
●会場 ：別府市内にて開催予定 

●問合せ：㈱UKデンタル大分店 ℡097-513-3988 

長崎 

 

 

 

2018年12月12日(水) 19:30～21:00 
●会場 ：㈱UKデンタル長崎店 3F UKホール 

●問合せ：㈱UKデンタル長崎店 ℡095-818-0102 

デンツプライシロナのエンド関連器材に新たにラインナップされたグライドパス形成用のファイル“ウェーブワンゴールド・グライダー”

をご体感いただける体験型説明会です。Xスマートプラスと各ファイルを使用し、模擬根管ブロックの形成と、シングルポイントでの充

填方法をご体感いただけます。 

 

開催地 

UKセミナー in 福岡 

Tooth Preparation Basic Course 

～支台歯形成の面基準～ 

2018年 10月20日(土) 10:00～17:00 

10月21日(日)  9:30～16:30 

福岡 

●講師：西川 義昌 先生 

（NMG代表／熊本SJCD顧問 

／すみよし歯科勤務医） 

●インストラクター： 

  茆原かおり 先生（鹿児島：すみよし歯科院長） 

  陶山 新吾 先生（久留米：陶山歯科医院院長） 

※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：108,000円（実習器材費46,300円相当・昼食費・消費税込） 

※形成の理論を技工士様と共に学べる機会といたしまして技工士様1名様に限 

り、土曜日の講義のみ聴講が可能です。講義時間は10時から13時を予定。 

●協賛 ：ペントロンジャパン㈱・㈱ニッシン・㈱トクヤマデンタル・㈱松風 

●問合せ：㈱UKデンタル企画室 ℡096-377-2555 

支台歯形成の面の基準を理解し、その技術をご習得いただくことでレジンコアやプロビジョナルの精度がアップし、クラウンの機能的、

審美的要件が高い精度で満たされるようになります。保険診療にも導入されている CAD/CAM クラウンもその成功のかなめは支台歯

形成にあります。フルクラウンの支台歯形成の完全な理論の理解と実習を通じてさらなる治療のアップを図っていただくハンズオンセミ

ナーです。 

 

開催地 熊本歯牙移植研究会 第14例会 2018年 10月20日(土) 19:00～21:00 

熊本 

●宇都 和寿 先生 

「複根管を移植した症例」 

●佐藤 俊一郎 先生 基調講演 

 「多くの相談症例から移植の適応症を見極める」 

●会場 ：熊本県歯科医師会館 

●会費 ：開業医3,000円、勤務医1,500円、スタッフ1,000円 

●懇親会：21:30～（会費4,000円程度・当日自由参加可能） 

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

㈲東臨床歯周病研究所 

歯周治療実践コース（5回コース） 

2018年 後期 

第4回：10月20日(土)・21日(日)、第5回：11月24日(土)・25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（日本歯周病学会指導医／熊本市開業） 

林 康博 先生（日本歯周病学会指導医 

／熊本県菊池市開業） 

緒方 克哉 先生（日本歯周病学会認定医／熊本市開業） 

上田 幸子 先生（日本歯周病学会認定歯科衛生士） 

※第1、2、３回目は終了いたしました。 

●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 

PAB研修会 日本歯周病学会認定 

歯周病専門医・指導医が直接教える 

インプラントのティッシュマネージメント 

実習コース 第4期 

2018年 10月20日(土) 15:00～19:00 

10月21日(日)  9:30～16:00 

福岡 ●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業） 

●会場 ：安東歯科医院 研修室（福岡県大野城市） 

●定員 ：10名 

●受講料：100,000円 

●問合せ：安東歯科医院 ℡&Fax 092-574-3555 

            E-Mail：info@ando-dc.jp 
 

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3回：10月20日(土)・21日(日)、第4回：11月11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 

（佐藤歯科クリニック副院長 

／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。 

●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）※満員御礼！ 

●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） 

     同伴スタッフ参加費1名3,000円 

●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・谷 

     ㈱UKデンタル長崎店 ℡095-818-0102 担当＝植松 

 

開催地 

UKセミナー in 福岡 

加藤久子先生の 

超音波スケーラーハンズオンセミナー 

2018年 10月21日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●講師： 加藤 久子 先生 

        （歯科エージェンシー勤務） 

●会場 ：八重洲博多ビル 11F ホールB 

●定員 ：16名（お申込先着順） 

●受講料：25,000円（昼食費・教材費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル福岡店 ℡092-874-2811 

正しい超音波スケーラーの使用方法を学んでいただくことを目的としたハンズオンセミナーです。 

【実習】・超音波スケーラー実習・シャープニング実習・ハンドスケーラー最後臼歯部の実習 

 

開催地 

Dental Staff Study Group“FOCUS！” 

2018！6回コース 

「高齢者の現状を踏まえ、基本を学び、 

           対応と対策を考える」 

第5回：10月21日(日)、第6回：12月9日(日) 

※時間：各回13:00～16:30 

熊本 

●講師陣： 

1回目＝伊藤明彦先生（伊藤歯科医院） 

2回目＝中野進也先生（ジョイクリエイト） 

3回目＝伊東隆利先生（伊東歯科口腔病院）  

4回目＝東 克章先生（東歯科医院） 

5回目＝添島正和先生（添島歯科クリニック） 

6回目＝西田宗剛先生（西田歯科医院） 

※第1、2、3、4回目は終了しました。 

●会場 ：森都心プラザ A・B会議室  

●定員 ：各回40名 

●受講料：歯科衛生士・歯科技工士 全受講30,000円、単発受講6,000円 

歯科医師 全受講42,000円、単発受講8,000円 

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

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

平成30年度 鹿児島大学歯学部同窓会 

福岡支部 学術講演会 

「超高齢化社会」に適した義歯治療のススメ 

～口腔機能低下症を防ぐために～ 

2018年 10月 21日(日) 10:00～12:30 

福岡 
●講師：鈴木 宏樹 先生 

（医療法人井上会 篠栗病院歯科医長） 

●会場 ：アクロス福岡 会議室608 

●受講料：鹿児島大学歯学部同窓会会員無料、会員外3,000円 

●問合せ：まつお歯科クリニック ℡092-885-8688 

                E-Mail：kadai.dent.fukuoka@gmail.com 

 

開催地 
Fukuoka DH course 第3期 

～炎症のコントロールが出来る衛生士になろう～ 

第5回：10月21日(日)、第6回：11月25日(日)、第7回：12月16日(日)

第8回：2019年1月27日(日)、第9回：2月24日(日) 

第10回：3月24日(日) 

※時間：各回とも10:00～16:00 

福岡 

●講師： 

岡村乃里恵先生／小坪義博先生／柴原由美子先生 

中原三枝先生 ／下田裕子先生／山田真由美先生 

水町幸恵先生 

※第1、２、3、4回目は終了いたしました。 

●会場 ：㈱ジオメディ研修室 ※相互実習：久留米スマイル歯科医院 

●受講料：96,000円（昼食費込・懇親会・茶話会費・消費税別） 

別途実習用マネキン・顎模型代約6万円 

●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  
●プロとしての基本資料の取り方、●検査からスケーリングまで基本の見直し、●確実なルートプレーニング・テクニック、●心理学に

基づいたコミュニケーション、●食・身体などセルフケアの秘訣、●リラクゼーションを取り入れたPMTC、●プロから学ぶ女性とし

ての立ち居振る舞い、●初診カウセリング・医療面接、●患者さんに伝わるTBI、●メインテナンスで見るべきポイント・・・ 

 

開催地 

UKセミナー in 熊本 

これから備えておきたい 

洗浄や滅菌の院内システムとは何か？ 

白水貿易 感染予防セミナー&実機体験会 

2018年 10月28日(日) 第一部10:00～12:00 

第二部13:00～15:00 

熊本 

●講師：森本 敦久 氏 

    （白水貿易㈱海外業務部 

歯科MR 第二種滅菌技士） 

●白水貿易㈱取扱い感染予防製品を 

一挙展示します！ 

●会場 ：㈱UKデンタル熊本店 2F UKホール 

●定員 ：各部とも30名 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱UKデンタル熊本店 ℡096-377-2555 

感染管理や歯科器具再生処理については原理原則に沿って正しく進める必要性があります。感染管理の質の向上を目的とした際どのよう

な点をポイントに洗浄・消毒・滅菌のシステムを備えておけば良いのかをご説明し、また白水貿易㈱が取り扱う感染予防製品機器・器材

のご説明をいたします。医院の滅菌システムを見直す機会として是非ご参加を賜りますようお願い申し上げます。 

 

開催地 

UKコース in 長崎 

創める 始まる 定期管理型歯科医院システム 

導入セミナー 第5期 

第2回：10月28日(日)、第3回：11月25日(日) 

第4回：12月16日(日)、第5回：2019年1月20日(日)  

※時間＝各回12:30～16:30 

長崎 

●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 

※第1回目は終了いたしました。 

●会場 ：㈱UKデンタル長崎店 3F UKホール  

●定員 ：10名（お申込先着順） 

●受講料：1回32,400円×5回 合計162,000円（消費税込）※分割可 

●問合せ：㈱UKデンタル長崎店 ℡095-818-0102 担当＝山口 

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 

モリタ友の会クリニカルチャー研修会 

歯内療法を成功に導くためのテクニック 

～根管治療の基本コンセプトの習慣と臨床での応用〜 

2018 年 10 月28日(日) 9:00～16:00 

福岡 
●講師：吉川 剛正 先生 

（けやき歯科桜台診療所副院長） 

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F会議室 

●定員 ：12名 

●受講料：モリタ友の会会員37,800円、会員スタッフ41,040円 

          未入会51,840円 

●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011 
 

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 10月28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 

●定員 ：12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 

摂食介護支援スタディグループFORCE主催 

ミール・診る・看る 

～食医から学ぶ、共創交流型研修会〜 

2018 年 10 月28日(日) 10:00～16:30 

熊本 

●講師：戸原 玄 先生 

（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 

口腔老年制御学准教授） 

高畠 英昭 先生 

（長崎大学医学部リハビリテーション科准教授） 

   野原 幹司 先生 

（大阪大学大学院歯学研究科 

顎口腔機能治療学准教授） 

●大会長：山田 崇弘 先生（東町グラン歯科） 

●座長：川上 剛司 先生（カワカミ歯科診療所） 

●会場 ：熊本県医師会館 2F 大ホール 

●定員 ：350名 

●受講料：事前登録制（10/24迄） 

医師・歯科医師7,000円、コメディカル5,000円、学生3,000円 

当日参加10,000円 

●申込み受付（Fax＆メールのみ）： 

Fax096-358-1102 大会長 山田崇弘先生宛て  

E-Mail：kumamotomiru@gmail.com 

 

開催地 

トクヤマデンタル倶楽部 

審美補綴（テーブルクリニック）セミナー 

MＩコンセプトに基づいた保存修復治療 

～フロアブルレジンを臨床応用する為の 

              基本テクニック～ 

2018年 10月28日(日) 13:00～17:00 

福岡 ●講師：脇 宗弘 先生（大阪府開業） 

●会場 ：リファレンス駅東ビル 貸会議室 

●定員 ：40名 

●受講料：トクヤマデンタル倶楽部会員10,000円、会員紹介技工士7,000円 

非会員・他20,000円（消費税込） 

●問合せ：トクヤマデンタル倶楽部 ℡0120-54-1182 

 

開催地 

臨床歯科技工学ポストグラジュエートコース4期生 

～CAD/CAM時代にも対応した 

 力学と生理学から見た歯冠修復学・総義歯学 

    ・インプラント技工学を考慮した咬合学～ 

第5回：11月3日(土)・4日(日)、第6回：2019年3月2日(土)・3日(日) 

第7回：5月11日(土)・12日(日)、第8回：7月6日(土)・7日(日) 

第9回：9月7日(土)・8日(日)、第10回：11月2日(土)・3日(日) 

※時間＝土曜日10:00～17:00、日曜日9:00～16:00 

久留米 

●講師：佐藤 幸司 先生 

    （佐藤補綴研究室代表／明倫大学臨床教授） 

※第1、2、3、4回目は終了いたしました。 

●会場 ：㈱UKデンタル久留米店 3F UKホール 

●定員 ：12名 

●受講料：55,000円×10回（消費税込）※分割可・材料費は別途  

●問合せ：ハーモニー・デンタル平塚  

            ℡090-8831-0429／Fax 0942-22-8170 

 

開催地 

Enjoy！Everyday！ 

Happy Dental Hygienist Work！ 

DH豊永久美による「歯周治療に必要な 

    知識と技術を手に入れる！」実践セミナー 

2018年 11月 4日(日) 9:30～13:30 

熊本 ●講師：豊永 久美 先生（フリーランス） 

●会場 ：熊本歯科衛生士専門学院 

●定員 ：15名限定 

●受講料：15,000円（消費税込）  

●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 
久留米道場 

カービングセミナー 2018 2Days 

2018年 11月10日(土) 10:00～17:00 

11月11日(日)  9:00～16:00 

久留米 

●講師：亀井 直人 先生（片岡セラミック勤務） 

    平塚 尚見 先生 

（ハーモニー・デンタル代表） 

●会場 ：㈱UKデンタル久留米店 3F UKホール 

●定員 ：30名 

●受講料：35,000円（実習模型・昼食費・消費税込） 

●問合せ：ZERO-Art 匠（金子貴史） ℡&Fax 0967-22-4550 

                   携帯番号090-7292-4935 

 

開催地 

モリタ友の会 クリニカルチャー研修会 

応用！グレーシーキュレットでSRPの基礎から 

応用までをマスターしよう応用コース（模型実習付） 

2018年 11月10日(土) 10:00～17:00 

福岡 

●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）  

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2Ｆ会議室 

●定員 ：20名 

●受講料：モリタ友の会会員本人21,600円、会員スタッフ24,840円 

     未入会35,640円 

●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 

UKセミナー in 福岡 

今から始めませんか？口腔がん検診 

システムを用いた医院戦略セミナー 

2018年 11月11日(日) 13:00～16:30 

福岡 

●講師：柳下 寿郎 先生 

    （日本歯科大学附属病院歯科放射線 

・口腔病理診断科教授） 

    長野 祐紀 弁護士（宮澤潤法律事務所） 

※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 ：20名（先着順） 

●受講料：5,000円（消費税込） 

●協賛 ：㈱HITS PLAN 

●問合せ：㈱UKデンタル福岡店 ℡092-874-2811 

●口腔がん検診とその有用性～良き口腔がんスクリーナーを目指して～ ●口腔がん検診を実施する場合の心構え 

●口腔検診支援システムを用いた口腔検診と成功事例 

 

開催地 

NPO法人 日本・アジア口腔保健支援機構（JAOS） 

第二種歯科感染管理者検定講習会 

「第二種歯科感染管理者」になりませんか？ 

2018年 11月11日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●講師：島崎 豊 先生 

（元愛知県厚生連海南病院感染制御部感染制御課長 

   医療安全管理部感染対策室感染管理責任者） 

●会場 ：アステム福岡営業部博多支店 2F 大会議室 

●定員 ：70名 

●検定費用：15,400円（消費税込） 

●申込方法：専用の受講申込書による郵送手続きが必要です。 

●問合せ：A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド ℡078-327-3366  

 

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 2018 

2018年 11月17日(土) 15:00～19:00＝特別講演・講演 

11月18日(日) 10:00～16:00＝症例発表・症例相談会 

熊本 

●特別講演：井上 裕邦 先生 

 （熊本県八代市開業・熊本県歯科医師会学術理事） 

●講演：田中 勝寛 先生 

（福岡県大川市開業・歯牙移動セミナー講師） 

●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。今回

は特別講演に熊本県八代市でご開業、ならびに熊本県歯科医師会学術理事の井上裕邦先生をお迎えしご講演をいただき、また歯牙移動セ

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。 

 

開催地 

Performance Logic Society 2018 

正確な形成のためのミラーテクニック 

Masterコース 

Masterコース：2018年 11月17日(土)・18日(日) 

福岡 

●講師:PLoS講師陣 

谷口敏雄先生／水戸律夫先生／磯崎裕騎先生 

麻生昌秀先生／高橋秀文先生／素村宜慶先生 

平野竜生先生／片山祐先生／淵上了介先生 

徳田進之介先生／片岡武彦先生 

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●定員 ：10名 

●受講料：Masterコース：PLos会員80,000円 

モリタ友の会会員85,000円、非会員90,000円 

●問合せ：PLoS事務局 ℡070-5258-4872 担当＝土屋 

 

開催地 
㈱モリタ主催 口腔内スキャナーから広がる 

       患者満足度の高い歯科医院経営 
2018年 11月18日(日) 13:00～16:00 

熊本 

●講師：北道 敏行 先生 

   （北道歯科医院院長 

／㈱モリタCERECインストラクター 

／VITA CERECインストラクター）  

●会場 ：くまもと県民交流館 パレア会議室4 

●定員 ：10名 

●受講料：無料 

●問合せ： ㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011 

 

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 

2018年 11月24日(土) 14:00～19:30 

11月25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。 
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開催地 

MID-G九州支部会～MIDをもっと身近に～ 

第2回デジタルデンティストリー 

「近未来の歯科医療の姿」 

2018年11月24日(土) 19:00～21:00 

福岡 
●講師：荒井 昌海 先生 

（医療法人社団翔舞会エムズ歯科クリニック） 

●会場 ：デンツプライシロナ㈱（天神クリスタルビル内） 

●定員 ：20名 

●受講料：MID-G会員または勤務医5,000円、非会員10,000円 

●問合せ：MID-G事務局 ℡03-6710-4183 

       Mail ：mid@midg.jp 
 

開催地 

口腔機能低下・不全症を学びつくす 

『オーラルフレイル』の連続性を網羅する 

スペシャルDAY 

フレイル シンポジウム 

2018年11月25日(日) 10:00～ 

福岡 

●講師：平野 浩彦 先生 

（地方独立行政法人東京都健康長寿 

医療センター歯科口腔外科部長） 

    増田 純一 先生 

（マスダ小児矯正歯科医院院長） 

●会場 ：福岡県歯科医師会館 

●受講料：歯科衛生士5,000円、歯科医師8,000円 

●問合せ：㈱Dental Hygeia事務局（市丸・松崎様） 

     Mail ：info@dhsg-hygeia2015.com 

          Hygeiaホームページ：dhsg-hygeia2015.cpm 

 

開催地 

PAB研修会 日本歯周病学会認定 

歯周病専門医・指導医が直接教えるステップアップ

歯周外科アドバンス実習コース 第10期 

第10期：2018年12月1日(土)・2日(日) 

※時間＝各回土曜日15:00～19:00、日曜日 9:30～16:00 

福岡 ●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業） 

●会場 ：安東歯科医院 研修室（福岡県大野城市） 

●定員 ：10名 

●受講料：100,000円  ※ベーシックハンズオン受講者80,000円 

●問合せ：安東歯科医院 ℡&Fax 092-574-3555 

            E-Mail：info@ando-dc.jp 
 

開催地 
補綴臨床Step Up講座2018 

Basic Cr-Br クラウンブリッジコース 

2018年 12月 1日(土) 14:00～20:00 

12月 2日(日)  9:00～16:00 

福岡 

●講師：中村 健太郎 先生 

（Shurenkai Dental Prothodontics Institute院長 

  ／補綴臨床総合研究所所長／Shurenkai主宰） 

●会場 ：KaVo福岡セミナールーム 

●受講料：歯科医師128,000円、歯科医師再受講80,000円 

歯科技工士108,000円 

（歯科医師帯同受講60,000円、歯科医師帯同再受講50,000円） 

          歯科衛生士（歯科医師帯同受講40,000円） 

     ※テキスト代・昼食費・消費税込 

●問合せ： Fortress TOKUGAWA Shurenkai事務局 

     ℡080-9552-4111または080-1350-9777 

          E-Mail：stepup@shurenkai.com 
 

開催地 
片岡道場 第8期生（久留米コース） 

2018・2019年 10回コース 

4回目：12月1日(土)・2日(日) 

5回目：2019年 2月16日(土)・17日(日) 

6回目：4月20日(土)・21日(日)、7回目：6月15日(土)・16日(日) 

8回目：8月3日(土)・4日(日)、9回目：10月26日(土)・27日(日) 

10回目：12月7日(土)・8日(日) 

時間：土曜日10:00～17:00、日曜日9:00～16:00 

久留米 

●講師：片岡 繁夫 先生 

   （大阪セラミックトレーニングセンター所長） 

※第1、2、3回目は終了いたしました。  

●会場 ：㈱UKデンタル久留米店 3F UKホール  

●定員 ：12名（先着順） 

●受講料：1回55,000円×10回（消費税込）※模型費等別途 

●問合せ：ハーモニー・デンタル平塚 

            ℡090-8831-0429／Fax 0942-22-8170  
 

開催地 

UKセミナー in 佐賀 

 ～明日からの臨床に役立つ～ 

加藤久子先生のミドルレベル  

        スケーリングと歯面研磨セミナー 

2018年 12月2日(日) 10:00～16:00 

佐賀 

●講師： 加藤 久子 先生 

        （歯科エージェンシー勤務） 

●会場 ：佐賀商工ビル 7F 佐賀市民活動プラザ 

●定員 ：14名（お申込先着順） 

●受講料：25,000円（昼食費・教材費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル久留米店 ℡0942-44-8143 

少人数制の実習中心のセミナーです。ラバーカップやブラシでの効率の良い研磨方法、そしてハンドスケーラーの操作方法の練習を行い

ます。日々のご診療で困っていることがあれば、是非このセミナーで解決してください。 
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開催地 

第6回 JUC発表会 

「再生療法の新たな展開と挑戦」 

～今の再生マテリアルを検討する～ 

2018年 12月 2日(日) 9:00～16:30 

福岡 

●新人発表：江口直文先生／小林善郎先生 

●シンポジウム：企画趣旨説明 金成雅彦先生 

        基礎説明 三浦真由美先生 

●Part1：「エムドゲインとリグロスの臨床的有効性」 

池上龍朗先生／雑賀伸一先生／村川達也先生 

●Part2：「再生マテリアルの検討」 

吉松繁人先生／土肥博幸先生／馬場正英先生 

●テーブルクリニック：坂田憲彦先生／鈴木泰二先生 

●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22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 

モリタ友の会 クリニカルチャー研修会 

感染予防の「やるべき事」と「やってはいけない事」 

～ムダを省くと見えてくる医院経営効果とは～ 

2018年 12月 2日(日) 13:00～17:00 

大分 

●講師：柏井 伸子 先生 

 （口腔科学修士／歯科衛生士／第2種滅菌技士 

／㈲ハグクリエイション代表）  

●会場 ：大分全労済 ソレイユ 3F「水仙」 

●定員 ：50名 

●受講料：モリタ友の会会員本人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 
日本顎咬合学会 九州・沖縄支部学術大会 

チームで取り組む！歯科医療！！ 
2018年 12月 9日(日) 9:30 ～16:30 

福岡 

●特別講演：DR.DT.対象 

大谷 一紀 先生（大谷歯科クリニック） 

湯浅 直人（DT）先生 

●特別講演：DH.対象 

 加々美 恵一 先生（カガミ歯科医院） 

 大野 真美（DH）先生 

 俵木 勉 先生（いづみや歯科） 

●その他、テーブルクリニック 

 歯科医師、コ・デンタルスタッフ発表 

●会場 ：エルガーラホール（福岡市中央区天神） 

●受講料：【事前登録（弁当付）】10月31日迄 

会員DR6,000円、非会員DR9,000円、コデンタル3,000円、 

学生無料（弁当無し） 

【当日受付（弁当無し）】 

会員DR8,000円、非会員DR11,000円、コデンタル5,000円 

学生1,000円 

●問合せ：松延歯科医院 ℡0930-22-1387 

●申込先：Fax-092-433-5552（窓口＝トーデント九州内） 

 

開催地 

モリタ友の会 クリニカルチャー研修会 

診査から始まるメインテナンス 

～チーム力を熟成させ選ばれる歯科医院を目指す～ 

2018年 12月 9日(日) 10:00～16:00 

熊本 

●講師：片山 章子 先生 

   （歯科衛生士／医療法人社団 純厚会 

銀座デンタルケアークリニックMGR）  

●会場 ：TKPガーデンシティ熊本 5F阿蘇（ホテルサンルート熊本内） 

●定員 ：30名 

●受講料：モリタ友の会会員本人16,200円、会員スタッフ19,440円 

     未入会30,240円 

●問合せ： ㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011 

 

開催地 

第21期 歯科基礎臨床講座（霧島会） 

6回コース 

2018年12月～2019年5月 

第1回：2018年 12月15日(土)・16日(日) ＝（Dr・DH合同） 

第2回：2019年 1月26日(土)・27日(日)＝（Dr・DH合同） 

第3回：2019年 2月23日(土)・24日(日) ＝（Dr・DH合同） 

第4回：2019年 3月9日(土)・10日(日) ＝（Dr・DT合同） 

第5回：2019年 4月13日(土)・14日(日)＝（合同参加可） 

第6回：2019年 5月12日(日) ＝（合同参加可） 

※時間：土曜日＝15:00～18:30、日曜日＝9:30～16:30 

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 

    林聡先生／濱田眞人先生／濱川悦郎先生 

石橋貴樹先生 

●特別講師：小椋康平先生 

●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 
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開催地 

AOG Basic Seminar 2019 KUMAMOTO 

基礎資料の読み方と炎症と咬合のコントロール 

4日間コース熊本 2019 

2019年 1月19日(土)・20日(日)  

2月16日(土)・17日(日) 

※時間＝土曜日16:00～19:00、日曜日9:30～16:00 

熊本 

●講師：有吉 洋 先生 

（熊本市開業／スタディグループAOG主宰） 

    椿 誠 先生（熊本市開業） 

    井上 裕邦 先生（八代市開業） 

●会場 ：熊本県歯科医師会館 3F研修室（2月16日のみ2F会議室） 

●定員 ：16名 

●受講料：4日間120,000円（日曜昼食費・消費税込）※実習機材費別途  

●問合せ：スタディグループAOG事務局（アワデント内） 

     ℡096-331-0577  E-Mail：taka@ourdent.com 
 

開催地 

UKセミナー in 熊本 

～明日からの臨床に役立つ～ 

加藤久子先生の患者対応基礎力UP！ 

DHプチトレーニングセミナー 

2019年 1月20日(日) 10:00～14:30 

熊本 

●講師： 加藤 久子 先生 

        （歯科エージェンシー勤務） 

●会場 ：㈱UKデンタル熊本店 2F UKホール 

●定員 ：40名（お申込先着順） 

●受講料：10,000円（昼食費・テキスト代・消費税込） 

     ※参加特典： 

書籍「スケーリングの基礎力アップ！DHトレーニングドリル」 

●問合せ：㈱UKデンタル熊本店 ℡096-377-2555 

歯科衛生士としてもう一度基礎から学びなおすと共に、歯科衛生士が患者さんに対して行うもっとも頻度が高い指導と歯周検査の基礎知

識の習得、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たセミナーです。 

【実習】プロービング・歯石探知実習・ミラートレーニング・スケーリング圧のトレーニング・即重筆積法の練習 etc 

 

開催地 

UKコース 2019 in 熊本 

第12期 GDSデンチャー各論コース 

総義歯学を学ぶ！2day×6回コース 

リニューアルNEWコース 

第1回：2月 3日(土)・4日(日)、第2回：3月 3日(土)・4日(日) 

第3回：3月30日(土)・31日(日)、第4回：4月20日(土)・21日(日) 

第5回：5月11日(土)・12日(日)、第6回：6月8日(土)・9日(日) 

※土曜日＝14:00～19:30、日曜日＝10:00～16:30 

但し、第1回の土曜日は10:00～開始 

熊本 

●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デンタル熊本店 2F UKホール  

●定員 ：17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：歯科医師様640,000円 ※分割支払い可 

●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。また、本年からコース内容をリニューアルし、レスト形成や支台歯形成、インプラントオーバーデンチャ

ー埋入実習など、さらに総義歯学全てをご習得いただけるプラグラムになっております。 

●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 

2019年度 第13期 KDM Basic Seminer 

「開業までにマスターしておきたい基本の『き』」 

～長期経過症例から学ぶ治療指針～ 

第1回：2月16日(土)・17日(日)、第2回：3月9日(土)・10日(日) 

第3回：4月20日(土)・21日(日)、第4回：5月18日(土)・19日(日) 

第5回：6月22日(土)・23日(日)、第6回：7月20日(土)・21日(日) 

※時間：土曜日＝15:00～19:00、日曜日＝9:00～16:00 

熊本 

●講師陣： 

栃原 秀紀 先生／林 康博 先生 

永田 省藏 先生／東 克章 先生 

松田 光正 先生／山口 英司 先生 

総勢16名 

●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：歯内療法・形成実習・接着 

4回目：補綴前処置・MTM・自家歯牙移植、5回目：咬合と顎運動・欠損歯列の見方、6回目：ケースディスカッション・力の話題 

 

開催地 

PAB研修会 日本歯周病学会認定 

歯周病専門医・指導医が直接教えるステップアップ

歯周外科ハンズオン実習コース 第18期 

第18期：2019年 2月16日(土) 15:00～19:00、 

2月17日(日)  9:30～16:00 

福岡 ●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業） 

●会場 ：安東歯科医院 研修室（福岡県大野城市） 

●定員 ：各10名   

●受講料：70,000円 

●問合せ：安東歯科医院 ℡&Fax 092-574-3555 

E-Mail：info@ando-dc.jp 
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開催地 

第43回 北九州歯学研究会発表会 

「挑戦」 

～先人から学び挑戦し続けるもの～ 

2019年 2月24日(日) 9:30～16:20 

福岡 

●開会の辞：立和名 靖彦 先生 

●新人発表：芳賀剛先生／瀬戸泰介先生 

●個人発表1：樋口琢善先生／中島稔博先生 

●個人発表2：山本真道先生／筒井祐介先生 

●個人発表3：白土徹先生／田中憲一先生 

倉富覚先生 

●閉会の辞：上田秀朗先生 

●会場 ：JR九州ホール（JR博多シティ9F） 

●受講料：【2019年1月31日迄前納】 

歯科医師10,000円、・大学関係者・DH・DT・DA5,000円 

学生2,000円 

     【当日】 

          歯科医師12,000円、大学関係者・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 2019 

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期 

第1回：3月9日(土)・10日(日)、第2回：4月6日(土)・7日(日) 

第３回：5月18日(土)・19日(日)、第4回：6月1日(土)・2日(日) 

第５回：７月６日(土)・７日(日)、第６回：８月３日(土)・４日(日) 

第7回：9月7日(土)・8日(日)、第8回：10月5日(土)・6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） 

河端 憲彦 先生（熊本市開業） 

岩﨑 智幸 氏 

（カメラマン・熊本県上益城郡開業） 

●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640,000円、再受講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・確実で高精度の診療を～第1回：歯科医療の基礎講座と基礎資料収集、診査・診断、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：ケースプレゼンテーション・まとめ・質疑応答 

 

開催地 

学会専修医・専門医取得のための 

日本口腔インプラント学会認定講習会 

2019年 第6期生 

第1回：4月6日(土)・7日(日)、第2回：5月18日(土)・19日(日) 

第3回：6月8日(土)・9日(日)、第4回：7月6日(土)・7日(日) 

第5回：8月3日(土)・4日(日)、第6回：9月7日(土)・8日(日) 

第7回：10月5日(土)・6日(日)、第8回：11月9日(土)・10日(日) 

時間：土曜日＝14:00～18:30、日曜日＝9:00～17:00 

   ※但し、第1回と第8回の土曜日10:00～18:30 

福岡 

●講師陣： 

  福岡口腔インプラント研究会（FIRA）講師陣 

 

●詳細 ： 

福岡口腔インプラント研究会（FIRA）ホームページ 

   http://www.2013fira.com 

●会場 ：福岡SRPセンタービル2F（福岡市早良区） 

●定員 ：30名 

●受講料：全8回648,000円（実習費・消費税込） ※分割支払可  

     ※別途75,600円の実習器材代が必要です。 

●問合せ：福岡口腔インプラント研究会（FＩRA）事務局 

℡092-846-4066（ばば歯科クリニック内） 

          E-mail：fira.jp.mb@gmail.com 

 

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25期 KＩRGコース 2019 

第1回：4月20日(土)・21日(日)、第2回：5月25日(土)・26日(日) 

第3回：6月15日(土)・16日(日)、第4回：7月20日(土)・21日(日) 

第5回：8月17日(土)・18日(日)、第6回：9月14日(土)・15日(日) 

第7回：10月19日(土)・20日(日)、第8回：11月16日(土)・17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） 

          ℡096-343-0377／Fax096-341-1130 担当＝相良・兼子 

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き、専門家への支援をいたします。 
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開催地 
第24期 インプラントの実践コース 2019 

インプラントセンター・九州 主催 

第1回：4月20日(土)・21日(日)、第2回：5月25日(土)・26日(日) 

第3回：6月22日(土)・23日(日)、第4回：7月20日(土)・21日(日) 

第5回：8月24日(土)・25日(日)、第6回：9月21日(土)・22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） 

●ゲスト講師：永田 省藏 先生 

（熊本市開業／大阪大学大学院歯学研究科 

顎口腔機能再建学講座非常勤講師） 

松尾 雅斗 先生 

（神奈川歯科大学口腔解剖学教授） 

●会場 ：インプラントセンター・九州 研修室（熊本市中央区） 

●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＝「デジタル機器（ファイン

キューブなど）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＝「審美・非審美部位のインプラント

治療」、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 

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！」 

2019年 5月19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 

公益社団法人 日本口腔インプラント学会 

認定衛生士取得のためのインプンラントセミナー 

3日間コース 2019年 第4期生 

第1回：6月9日(日)、第2回：8月4日(日)、第3回11月10日(日) 

※時間＝各回9:30～16:00 

福岡 

●講師陣： 

 矢野尚一先生／長島義之先生／林秀樹先生 

 山本勝己先生／谷口祐介先生／常岡由美子先生 

 髙山麻衣先生／松井孝道先生／清野政孝先生 

 川上伸大先生／加倉加恵先生／白石亮平先生 

 関真理子先生 

●会場 ：福岡SRPセンタービル2F（福岡市早良区） 

●定員 ：30名 

●受講料：全3回39,960円（資料代・昼食費・消費税込） 

●問合せ：福岡口腔インプラント研究会（FＩRA）事務局 担当＝冨岡様 

℡092-846-4066（ばば歯科クリニック内） 

          E-mail：fira.jp.mb@gmail.com 

 

開催地 

Fukuoka Clinical Dental Course 2019 

 

 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22日・23日＝総論・資料採得 

第2回：7月27日・28日＝診断・治療計画 ※DT参加可 

第3回：8月24日・25日＝初期治療（咬合と炎症）※DT・DH参加可 

第4回：9月28日・29日＝歯周外科 

第5回：10月26日・27日＝成人矯正 ※矯正医参加可 

第6回：11月23日・24日＝インプラント 

第7回：12月21日・22日＝補綴1 

第8回：2020年1月25日・26日＝補綴2 

第9回：2020年2月22日・23日＝審美修復 ※DT参加可 

第10回：2020年3月28日・29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） 

●サブインストラクター： 

江川光治先生／佐伯剛先生／國﨑貴裕先生 

●ゲストスピーカー：木原敏裕先生 

冨永宗嗣先生／飯田啓介先生／木原崇博先生 

●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（税込） 

●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） 

E-Mail：fcdc@fujimoto-dental.jp  申込Fax0968-68-3859 

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、必要充分な資料の採得から診査・診断、トリートメントプランの

作成までを柱に、明確な「治療ゴール」を目指して、楽しく、確実に治療ができるようになることを目的とします。それによって患者さ

んの信頼を得ることができ、安定した収入も得られ、スタッフも院長もストレスなく楽に仕事が出来るようになることでしょう。 
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