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『 コメット 

カーバイトバーUMカッター 』 
 

＜ モモセ歯科商会 ＞ 

 

 

 

 

 

 

標準価格＝ 

●H79UM-040/H250UM-040 

/H251UM-060  各3,800円 

●129UM-023/H261UM-023 

                      各3,300円 

 

チェアーサイドでのデンチャー調整に！ 
 

 今回ご紹介させていただきますのは、㈱モモセ歯科商会から発売されております『コメッ

ト社 カーバイドバー UMカッター』です。ドイツ・コメット社のカーバイド製切削材は、

粒度の細かいタングステンカーバイド鋼を使用する事で高い硬度を実現しており、クロスカ

ットの切削力とファインクロスカットの表面性状を持ち合わせた商品です。特徴としまして

は、パーシャルデンチャー、メタルレジン移行部調整に使用でき、段差なく仕上がります。

他にもメタルクラウンの咬合調整にも使用でき、ペーパーコーンでの傷取が不要です。 

ご使用いただいている医院様では、「これ1本で義歯の調整が可能になり、ポイント交換

の煩わしさがなくなった。」と絶賛されていました。デモ品もございますのでこの機会に是

非お試し下さい。詳しくは弊社営業担当者までお気軽にお尋ね下さい。 

 

                    久留米店 営業一課 友田 智之 

LEDヘッドライト ルクス 

／インプラテックス 
＜LEDヘッドライト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

インプラテックスから発売された“LEDヘ

ッドライトルクス”（細渕電球社製）は、

わずか21グラムの超軽量フレームと、歯

科診療での使いやすさ、そして長年の細渕

電球社製の経験を活かした低故障率を追

求した LED ヘッドライトです。フレーム

はわずか 21g の超軽量で、ライト部、ノ

ーズパッドを含めても 43g の超軽量設計

です。 

 

【特徴】 

●LEDライトは、Hｉ／Loの二段階に調光

が可能で、ライト部の跳ね上げで On／

Offできるため、術中の煩わしさを軽減し

ます。 

●ライト部、ルーペ部の上下・左右を調整

でき、使用者の好み・骨格に合わせた設

計が可能です。 

●従来製品の故障原因を徹底研究。コード

の取り回し部分、電源コネクター部分の

断線による故障率を大幅に低減しまし

た。また、フレームの開閉・ねじり耐久

テストの実施により、さらに耐久性が向

上しました。 

●倍率1.75 倍と 2倍の専用レンズを付属

し、電池は使いやすいエネループを付属

していいます。 

●青、黒、赤、白の 4 色からフレームカラ

ーを選択できます。 

 

標準価格＝本体一式  148,000円 

ベンタエンド ユニバーサル 

エンドハンドル／モリムラ 
＜歯科用ファイルハンドル＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モリムラから発売された“ベンタエンドユ

ニバーサルエンドハンドル”は、根管拡大

時に使用中の歯科用ファイル（ＩSO 規格

手用ユニバーサルファイル）を簡単に装着

できるハンドルです。臼歯部でも予備拡大

が容易で、術者および患者さんの負担を軽

減します。 

 

【特徴】 

●ユニバーサルエンドハンドルを使用す

ることにより、根管口の確認が容易に行

え、手指よりも簡便に手用ファイルで予

備拡大をすることが可能です。 

●ネゴシエーション（穿通性の確認）およ

びグライドパス（予備拡大）に最適です。 

●ＩSO規格の手用ファイルのハンドルカ

ラーに合わせたハンドルにより、識別が

容易です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準価格＝キット（5本入） 47,500円 

単品（1本入）   9,800円 

SAルーティングMulti 

／クラレノリタケデンタル 
＜歯科接着用レジンセメント＞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラレノリタケデンタルから2月21日に

発売される”SAルーティングMulti“は、

様々な補綴装置と歯質に対してプライマ

ー処理なしでシラン処理ができる接着性

レジンセメントです。CAD/CAM レジン

冠にも金属にもマルチ（Multi）に高い接着

を有し、さらに余剰セメントの除去が容易

に行えます。 

 

【特徴】 

●ペースト中に配合したリン酸エステル

系モノマー「MDPⓇ」と長鎖シランカッ

プリング剤「LCSi」により、様々な種類

の補綴装置に高い接着力を有します。 

●CAD/CAM 冠接着の手技簡便化（シラ

ン処理不要）による接着操作の信頼性が

向上します。 

●接着する補綴装置（ガラスセラミックス

等）・ファイバーポスト・歯質等の前処

理が不要で、直接接着が可能です。 

●余剰セメント除去のタイミングを光照

射／化学硬化より選択が可能です。半硬

化した余剰セメントが容易に除去でき

ます。 

●スムーズな押し出しにより、症例に適し

たスピーディーな操作が行えるオート

ミックスタイプと、必要なペースト量が

コントロールでき経済的なハンドミッ

クスタイプをラインナップ。 

 

標準価格＝ 

オートミックスキット 26,200円 

ハンドミックスキット 20,300円 
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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） 

2019年 前期 

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

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

※時間＝土曜日：15:00～20:00、日曜日：10:00～17:00 

熊本 

●講師： 

東 克章 先生（日本歯周病学会指導医／熊本市開業） 

栃原 秀紀 先生（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回目終了いたしました。 

●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 

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 

※詳細はKDMホームページをご参照ください。 

http://kdm1982.jpn.org/member.html 

●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 

機能咬合論に基づいた全人的歯科医療 

【生体の生理的機能回復を目指す 

            口腔医育成プログラム】 

第1回：2月16日(土)・17日(日)、第2回：3月23日(土)・24日(日) 

第3回：4月6日(土)・7日(日)、第4回：6月8日(土)・9日(日) 

※時間：土曜日＝15:00～19:00、日曜日＝9:30～16:00 

福岡 
●講師：永井 省二 先生 

    （機能咬合研修会【全人的歯科医療】主宰） 

●会場 ：東京歯科産業㈱ 九州支店 4F 研修室 

●定員 ：10名 

●受講料：歯科医師300,000円（院内DTまたはDHスタッフ1名同伴可） 

     歯科技工士・歯科衛生士50,000円 

●問合せ：機能咬合研修会事務局（東京歯科産業㈱内） 

         ℡092-281-5625 担当＝松本  

 

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 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） 

※第1回目は終了いたしました。 

●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 ※満員御礼！ 

●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 

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 ：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 

 

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 

5回目：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、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（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  
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開催地 
UKセミナー in  宮崎 

～患者満足度を上げるチームで取り組む審美修復～ 
2019年 2月17日(日) 10:00～16:00 

宮崎 

●講師 ：松永 興昌 先生 

（福岡市：松永歯科クリニック審美 

・インプラントセンター薬院／院長） 

     山田 実和 先生（歯科衛生士） 

平川 美穂 先生（歯科衛生士） 

●協賛 ：ウルトラデントジャパン㈱ 

●会場 ：㈱UKデンタル宮崎店 2F UKホール 

●定員 ：30名（お申込先着順） 

●受講料：一医院25,000円（昼食費・消費税込） 

歯科医師様1名＋スタッフ様1名 

※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 

【午前の部】実践的なホーム・オフィスホワイトニングを用いた審美修復治療の勧め 

【午後の部】スタッフとの連携で行う審美修復治療の取り組み／色調改善から審美修復治療の実際 

 

開催地 

UKセミナー in 大分 

 ～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 

2019年 2月17日(日) 10:00～16:00 

大分 

●講師： 加藤 久子 先生 

        （歯科衛生士／フリーランス） 

●会場 ：J:COMホルトホール大分 2F セミナールーム 

●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デンタル大分店 ℡097-513-3988 

少人数制の実習中心のセミナーです。基本的なスケーラーの操作、疲れにくいポジショニングから、難しい部位へのスケーリング、ラバ

ーカップやブラシでの効率の良い研磨方法などの練習を行うハンズオンセミナーです。 

 

開催地 
㈱ヨシダ主催 

はじめてのマイクロエンド ～覗いてみよう～ 
2019年 2月17日(日) 10:00～15:00 

熊本 ●講師：橋爪 英城 先生（東京都中央区開業）  

●会場 ：㈱ヨシダ熊本営業所 

●定員 ：6名 

●受講料：20,000円（昼食費・消費税込） 

●問合せ： ㈱ヨシダ熊本営業所 ℡096-379-2220 

 

開催地 

第8回 近未来オステオインプラント学会 

南九州ブロック発表会 

「インプラント治療を円滑に進めるために」 

2019年 2月17日(日) 9:55～16:00 

鹿児島 

●特別講演：田畑雅士先生 

      （都城医療センター歯科口腔外科部長） 

●会員発表： 

吉嶺真一郎先生／吉井裕二先生／松田恵先生 

園田悟先生／寺本豊徳先生／駒井宏之先生  

●会場 ：天文館ビジョンホール 6F 大ホール 

●受講料：学会会員及びスタッフ無料、会員外3,000円（消費税込） 

●問合せ：吉嶺歯科 ℡099-250-1515 

                    Mail：yoshimine@po4.synapse.ne.jp 

 

開催地 
ジーシーサクセスセミナー 歯科医院開業セミナー 

“健全な経営を迎えるための事業計画と心構え” 
2019年 2月17日(日) 10:00～16:00 

福岡 
●講師：日吉 国宏 先生 

（㈱ディー・ピー・エス コンサルタント） 

●会場 ：㈱ジーシー九州営業所 

●定員 ：20名   

●受講料：GC友の会会員4,320円、会員以外8,640円 

（テキスト代・昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 セミナー係 ℡092-441-1286 

 

開催地 
UKセミナー in  宮崎 

院内感染対策の重要性 
2019年 2月24日(日) 9:00～13:00 

宮崎 

●講師：三浦 敏美 先生 

（歯科医師／医院改革サポート） 

●共催：宮崎県歯科衛生士会  

●会場 ：㈱UKデンタル宮崎店 2F UKホール 

●定員 ：40名 

●受講料：衛生士会員2,160円、一般3,240円（消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル宮崎店 ℡0985-35-6533 

歯科医院における滅菌の現状と何故院内感染対策が重要なのか。また、クラス B やウォッシャーディスインフェクターなどの滅菌シス

テムの重要性とシステム導入から生まれるメリットについてのセミナー内容です。 
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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 
モリタ Er：YAGレーザー in Dentistry 

～アーウィンはどこまで使えるか～ 
2019年 2月24日(日) 10:00～16:30 

福岡 ●講師：吉嶺 真一郎 先生（鹿児島県開業） 

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 

●定員 ：12名 

●受講料：10,800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！”2019！ 

6回コース 

歯科衛生士を楽しもう！ 

第1回：2月24日(日)、第2回：4月14日(日)、第3回：6月16日(日) 

第4回：8月18日(日)、第5回：10月27日(日)、第6回：12月8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＝本田貴子先生（Merci&Merci） 

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＝東 克章先生（東歯科医院） 

6回目＝川嵜俊明先生（川﨑歯科医院） 

●会場 ：くまもと森都心プラザ A・B会議室  

●定員 ：各回45名（歯科医師様は8名まで） 

●受講料：DH&DT 早期割引全受講30,000円（2018年12月末） 

全受講36,000円、単発受講6,000円 

     歯科医師 早期割引全受講42,000円（2018年12月末） 

全受講48,000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 

歯科医師と歯科技工士、歯科衛生士の関係性をキュッ！と縮めることが目標！ 

TEAM の一員としての自分（歯科衛生士）の立ち位置を知り、プロフェッショナルとして患者さんに向き合うことについて、それぞれ

の立場で考え、思いを共有していき、仕事の楽しさにつながる学びを得ることができるセミナーです。 

 

開催地 
伝わる！ブラッシング指導セミナー 

～デンタルスタッフのためのステップアップ講座～ 

熊本会場 ： 2019年 2月24日(日) 10:00～16:00 

鹿児島会場： 2019年 3月 3日(日) 10:00～16:00 

久留米会場： 2019年 4月14日(日) 10:00～16:00 

熊本 

・ 

鹿児島 

・ 

久留米 

●講師：大林 尚子 先生 

    （フリーランス歯科衛生士 

／デンタルスタッフ育成講師 

／ライオン歯科材㈱） 

●会場 ：熊本会場： 熊本市民会館シアーズホーム夢ホール 2F第8会議室 

鹿児島会場：㈱UKデンタル鹿児島店 3F UKホール 

久留米会場：久留米シティプラザ 4F 小会議室1 

●定員 ：熊本・鹿児島開業20名、久留米会会場15名 

●受講料：16,200円（消費税込） 

     ※事前お振込みの場合12,960円  

●問合せ：℡090-9585-8834  Mail：amsbrillia@gmail.com 

                            URL：https://ameblo.jp/ams-brillia/ 

 

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 

GDS 6momth-Rebon 

第2回：3月 2日(土)・3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 

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！ 

※第1回目は終了いたしました。 

●会場 ：㈱UKデンタル熊本店 2F UKホール  

●定員 ：17名様限定（お申込先着順）※満員御礼にて開催中！ 

●受講料：歯科医師様640,000円（消費税込）※分割支払い可 

●オブザーバー受講料：1回当り27,000円（過去2年受講生様限定） 

●問合せ：㈱UKデンタル企画室 ℡096-377-2555 

GDS開催20周年を迎えて、「 GDS ６month-Ｒeborn 」とコース名を改正。新しいコースは"総義歯学"は義歯治療を総じる学問と捉

えて、咬合治療を含めた、固定性義歯(クラウン、ブリッジ、フィクスドインプラントなど)と可撤性義歯(部分床義歯、全部床義歯、スク

リューオンインプラントなど)を行う上で必要な知識と技術の基本とアドヴァンスを６ケ月で修得して頂くというコース内容となってお

ります。 
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開催地 
平成30年度 鹿児島大学歯学部同窓会主催 

摂食嚥下内視鏡セミナー 

2019年 3月 2日(土) 14:30～18:00 

3月 3日(日)  9:00～16:00 

鹿児島 
●講師：鹿児島大学病院歯科 

摂食嚥下リハビリテーションチーム講師陣 

●会場 ：土曜日＝鹿児島金生町ビル 8F 会議室 

     日曜日＝鹿児島大学歯学部講義棟 

●定員 ：16名 

●受講料：鹿児島大学歯学部同窓会会員80,000円、非会員100,000円 

          復習コース無料（本コース受講歴必要） 

     研修医・大学院コース無料 

●問合せ：鹿児島大学歯学部同窓会事務局 

      Mail ： kashidousou@po2.synapse.ne.jp 
 

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、5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 
SHTA設立10周年記念大会 

SH療法が世界を救う！ 
2019年 3月3日(日) 9:30～16:30 

福岡 

●演者： 

星岡才賢先生（SHTA代表） 

古畑升先生（SHTA理事） 

馬場悠男先生（国立科学博物館名誉研究員） 

葛西一貴教授（日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座） 

今井一彰先生（みらいクリニック院長） 

余建宏教授（中國医薬大学歯科矯正学） 

篠原良道先生（SHTA理事） 

●会場 ：レソラNTT夢天神ホール 

●定員 ：200名   

●受講料：SHTA正会員・準会員19,000円、会員スタッフ8,000円 

その他22,000円 ※終了後懇親会参加費6,000円 

●問合せ：フォレスタデントジャパン ℡03-6277-6980 

 

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 
UKセミナー in 福岡 

松本勝利先生の『臨床のお宝箱セミナー』 
2019年 3月10日(日) 10:00～16:30 

福岡 

●講師：松本 勝利 先生 

    （GLOBAL DENTAL SYSTEM代表 

             ／福島県開業） 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：㈱UKデンタル福岡店 3F UKホール 

●定員 ：30名 

●受講料：27,000円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル福岡店 ℡092-874-2811 

修復、補綴だけでなく外科処置方法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方

法、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、ピンポイントでより実践的で効果的な”技

術”と”少々の理論”をお話しいただきます。“目からウロコ”のお宝箱セミナーです。 
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開催地 

UKセミナー in 鹿児島 

これからレーザーを使う先生にも是非聞いてほしい

レーザー臨床講演会 

2019年 3月10日(日)  10:00～13:00 

鹿児島 

●講師：津川 順一 先生 

（つがわ歯科・矯正歯科院長） 

●協賛 ：㈱ヨシダ 

●会場 ：㈱UKデンタル鹿児島店 3F UKホール 

●定員 ：10名 

●受講料：5,000円（消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 担当＝川畑 

日常臨床において、CO2レーザーの使用は歯周関連、歯内関連、保存関連、外科関連と幅広い分野に応用されています。その中でも口

腔外科分野への活用として、様々な症例をエビデンスを踏まえた日常臨床における症例と合わせて解説いただきます。 

 

開催地 

GC歯科衛生士友の会STEPUP講演会 

即実践！説明力UP！セミナー 

“伝わる”説明ができるようになる！ 

2019年 3月13日(水) 16:00～19:15 

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 

●定員 ：100名   

●受講料：GC友の会DH会員3,240円、会員以外6,480円 

          友の会に入会して参加3,240円（消費税込） 

     ※参加者全員にルシェロ体験セット付！ 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 セミナー係 ℡092-441-1286 

 

開催地 
UKセミナー in  久留米 

～患者満足度を上げるチームで取り組む審美修復～ 
2019年 3月17日(日) 10:00～16:00 

久留米 

●講師 ：菊島 大輔 先生 

（横浜市：ブルーリーフ歯科院長） 

     鈴木 聡子 先生（歯科衛生士） 

●協賛 ：ウルトラデントジャパン㈱ 

※日歯生涯研修認定セミナー！  

●会場 ：久留米リサーチ・パーク 2F 研修室D 

●定員 ：30名（お申込先着順） 

●受講料：一医院25,000円（昼食費・消費税込） 

     歯科医師様1名＋スタッフ様1名 

●問合せ：㈱UKデンタル久留米店 ℡0942-44-8143 

【講義】ホワイトニングを通じての患者とコミュニケーション 

【デモ】実践！オフィスホワイトニングを導入したら…／オパールエッセンスBOOSTライブデモ 

 

開催地 

口腔機能低下症を知ろう 

～実習で覚える口腔機能検査と管理・指導～ 

実習付きセミナー 

2019年 3月17日(日) 12:30～16:30 

福岡 

●講師：鈴木 宏樹 先生 

（福岡県糟屋郡：篠栗病院歯科医長） 

●協賛：㈱ジーシー 

●会場 ：JR博多シティ 10F 大会議室C+D室 

●定員 ：30名   

●受講料：歯科医師15,000円、スタッフ5,000円（同伴は1名様まで） 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 セミナー係 ℡092-441-1286 

 

開催地 

ジーシー マイクロスコープ実習セミナー 

『マイクロスコープで何をするのか？？』 

～歯科衛生士と学ぶ顕微鏡歯科治療の世界～ 

2019年 3月24日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●講師：櫻井 善明 先生 

（日本顕微鏡歯科学会指導医 

  ／顕微鏡歯科ネットワークジャパン 

  v-Super Dentist） 

    林 智恵子 先生 

     （日本顕微鏡歯科学会認定歯科衛生士） 

●会場 ：㈱ジーシー九州営業所 セミナールーム 

●定員 ：10組（歯科医師1名＋歯科衛生士1名）   

●受講料：GC友の会歯科医師会員21,600円、歯科医師会員以外30,240円 

     GC友の会歯科衛生士会員3,240円、歯科衛生士会員以外6,480円 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 セミナー係 ℡092-441-1286 

 

開催地 
TMD（MDS）セミナー 2019年 

Dr.Jankelsonの筋肉位理論 

2回目＝3月24日(日)、3回目＝5月12日(日)、4回目＝7月28日(日) 

5回目＝9月8日(日)、6回目＝11月10日(日) 

※6回目前日の11月9日(土)懇親会開催 ※時間＝各回とも9:30～16:00 

熊本 

●講師：KNRG講師陣 

※第1回目は終了いたしました。 

●会場 ：㈱UKデンタル熊本店 2F UKホール 

     ※但し3回目のみ別会場 

●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。 
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開催地 

長崎PＩO国際歯科センター主催 

第9期 Nagasaki Endo 塾 

Basic-Advance 3D Endo Master Course 

第1回：3月30日(土)・31日(日)、第2回：4月20日(土)・21日(日) 

第3回：5月11日(土)・12日(日)、第4回：6月23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） 

●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 

㈱ヨシダ主催 

将来開業を検討している先生方へ 

保険制度を知ろう。新規個別指導セミナー in 熊本 

2019年 3月31日(日) 10:00～13:00 

熊本 
●講師：橋本 豊 先生 

（元東京都歯科保健医協会事務局長）  

●会場 ：㈱ヨシダ熊本営業所 2F 

●定員 ：12名 

●受講料：5,000円（消費税込） 

●問合せ： ㈱ヨシダ熊本営業所 ℡096-379-2220 担当＝中崎 

 

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 

ソフトなファイルがハードなエンドを極める 

根管探索が解きあかす効率的な根管処置 

ハンズオンセミナー 

2017年 4月 7日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●講師：中川 寛一 先生  

（Pacific Endodontic 

Research Foundation主宰） 

●会場 ：博多バスターミナル 

●定員 ：15名 

●受講料：45,000円（Web申込&クレジットカード振込） 

50,000円（上記以外・FAX申込等） 

●問合せ：㈱茂久田商会 ℡078-303-8241 

 

開催地 

次代塾・康本塾塾長の康本征史が 

      課題解決に向けて直接アドバイス 

次代塾 年4回通学形式（2019年） 

【Basicコース】 & 【Advanceコース】 

第2回：4月14日(日)、第3回：7月7日(日)、第４回：１０月６日(日) 

【Basicコース】各回10:00～13:00 

【Adanceコース】各回17:00～20:00 

福岡 

●講師：康本 征史 先生 

（医療法人社団 感・即・動 理事長 

／㈱ディーアソシエイツ顧問／次代塾・康本塾塾長） 

●HP＝https://www.dentalassociate.jp/ 
※第1回目は終了いたしました。 

●会場 ：福岡市内 

●定員 ：各コース20名 

●受講料：【Basicコース】129,600円（消費税込） 

【Adanceコース】194,400円（消費税込） 

●問合せ：次代塾 E-mail：info@dentalassociate.jp 
         ㈱ディーアソシエイツ ℡04-7169-2710 
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開催地 

わかる！出来る！超音波スケーラーの上達法 

長期メインテナンスを定着させるための 

          超音波デブライドメント 

2019年  4月14日(日) 10:00～16:00 

福岡 
●講師：田島 菜穂子 先生 

   （日本歯周病学会認定歯科衛生士） 

●会場 ：八重洲博多ビル 

●定員 ：16名 

●受講料：30,000円（消費税込） 

●問合せ：白水貿易㈱福岡営業所 ℡092-432-4618 
 

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。 
 

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 

トクヤマデンタル倶楽部 

歯科衛生士教育セミナー 

歯科衛生士も関わりたい歯周治療 

2019年 4月21日(日) 13:00～17:00 

福岡 
●講師：下田 裕子 先生 

（福岡県：医療法人水上歯科クリンック勤務） 

●会場 ：リファレンス駅東ビル 貸会議室 

●定員 ：60名 

●受講料：トクヤマデンタル倶楽部会員7,000円 

会員紹介スタッフ7,000円、非会員・他15,000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 

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。 
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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11期・第12期 

第11期：2019年 6月1日(土)・2日(日) 

第12期：2019年 11月30日(土)・12月1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 ：各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 

GC友の会 学術講演会 福岡講演会 

専門医が伝えたい歯周病と糖尿病の関連 

～今わかっていること、今できること～ 

2019年 6月 2日(日) 10:30～16:00 

福岡 

●講師＝西田 亙 先生 

（にしだわたる糖尿病内科）  

    築山 鉄平 先生 

（医療法人雄之会つきやま歯科医院） 

●会場 ：エルガーラホール（福岡市中央区天神） 

●定員 ：300名 ※事前申込制 

●対象 ：歯科医師・歯科衛生士・その他歯科医療従事者 

●受講料：GC友の会会員4,320円、勤務医・技工士・衛生士会員1,080円 

     友の会会員スタッフ2,160円 

GC友の会会員外（入会して参加・未入会）12,960円 

●問合せ：㈱ジーシーDＩC ℡0120-416480 

 

開催地 
Fukuoka DH course 第4期 

～炎症のコントロールが出来る衛生士になろう～ 

第1回：6月2日(日)、第2回：7月7日(日)、第3回：8月4日(日) 

第4回：9月１日(日)、第5回：10月6日(日)、第6回：11月3日(日) 

第7回：12月1日(日)、第8回：2020年1月12日(日) 

第9回：2月2日(日)、第10回：3月1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 

●会場 ：リファレンス博多駅東ビル 

●受講料：110,000円（昼食費込・懇親会・茶話会費・消費税別） 

     ※3月末までお申込みの場合10,000円OFF 

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  

●プロとしての基礎資料の取り方、●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 

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 

Advance 2018 

第1回：6月16日(日)、第2回：9月1日(日)、第3回：10月6日(日) 

第4回：11月3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 

●定員 ：16名  

●受講料：一括200,000円、分割50,000円×4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／E-Mail：fcdc@fujimoto-dental.jp 

 

mailto:fira.jp.mb@gmail.com
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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。 

 

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19期・第20期 

第19期：2019年 6月29日(土)・30日(日) 

第20期：2019年 9月28日(土)・29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 ：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 
 

開催地 
マイクロスコープ導入のための1Dayセミナー 

明日から役立つマイクロスコープの選び方・使い方 
2019年 7月21日(日) 10:00～16:00 

福岡 
●講師：柴原 清隆 先生 

  （柴原歯科医院太宰府インプラント研究所院長） 

●会場 ：八重洲博多ビル 

●定員 ：20名 

●受講料：15,000円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：白水貿易㈱福岡営業所 ℡092-432-4618 

 

開催地 

『西の端の小さな島のチーム医療』 

NT seminar 2日間コース 

～歯科医師・歯科衛生生・TCが 

      一緒に参加する合宿型セミナー～ 

Vol.15＝2019年 9月21日(土)・22日(日) 

※時間＝土曜日13:45～18:00、日曜日9:00～15:00 

長崎 

●講師：高﨑 智也 先生 

   （東北大学歯学部予防歯科学講座非常勤講師） 

    NATURAL TEETHスタッフ 

    （TC&歯科衛生士） 

●会場 ：NATURAL TEETH（長崎県平戸市生月町） 

●定員 ：4歯科医院 

●受講料：1歯科医院3名まで194,000円 

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

●問合せ：NATURAL TEETH  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、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 

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5期 

第5期：2019年 10月19日(土) 15:00～19:00 

10月20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 
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