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『 JDSルーペ専用除菌クリーナー 』 
 

＜ 日本歯科商社 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準価格＝100ccスプレーボトル1,800円 

 

ルーペ・レンズの除菌始めませんか？ 
 

今回紹介させて頂きます商品は、㈱日本歯科商社より発売されています『JDSルーペ

専用除菌クリーナー』です。 

この商品は日常の臨床に欠かす事の出来ないルーペやマイクロのレンズを傷めること

なく除菌・洗浄することができる優れた商品です。特許製法による安定化弱酸性の次亜

塩素酸とナノ洗浄成分のダブルパワーで付着した血液汚れやウイルスに対し素早く除

菌・洗浄・消臭が同時にでき、浸漬洗浄ができないルーペ・ゴーグル・レンズ・眼鏡等

にもサッと直接スプレーしたり、ティッシュ等に直接含ませて汚れなどをふき取るだけ

と使い方もいたってシンプルです。 

ご使用頂いている医院様からは「スプレーしてふき取ってみると、結構汚れてるんだ

よねー。」「簡単に使えるので手間・暇要らず。しかも安心。」との声を頂いています。こ

の機会に是非一度お試し下さい。 

熊本店 営業一課 小田 潤 

クリアフィル マジェスティＩC

／クラレノリタケデンタル 

＜歯科充填用コンポジットレジン＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

クラレノリタケデンタルから発売された

“クリアフィルマジャスティＩC”は、「パ

ッと直接充填」「サッと形態付与」を実現

することが可能なコンポジットレジンで

す。新機構のインジェクタブル容器の採用

と新規開発のペーストにより、フロアブル

レジンのような窩洞への直接充填と、イン

スツルメントによる形態付与を両立し、臼

歯部咬合面の充填操作がスムーズに行え

ます。 

 

【特徴】 

●片手での充填操作が可能なスリムで採取

しやすいインジェクタブル容器を採用

し、効率的な充填操作が可能です。 

●やわらかいのにベタ付かない操作性を有

するペースト性状で、窩洞へのノビが良

く、インスツルメント離れも良好です。 

●賦形を要する窩洞（Ⅰ級・Ⅱ級窩洞）に

最適です。 

●適度な透明性と光拡散性を有しており、

歯質（窩洞）への色調適合性に優れてい

ます。 

●表面処理バリウムガラスの採用により、

X線造影性を有しています。 

●シェードは、A1、A2、A3、A3.5、

A4、W（乳歯色）、A2E、A2D（オペ

ーク）の8色をラインナップ。 

 

標準価格＝ 

・単品（2.6gシリンジ入） 4,300円 

・3本組（付属品なし）   10,260円 

・リフィル（付属品なし）  3,800円 

ホイップウォッシュ モイスト 

／日本歯科商社 

＜手荒れ防止ハンドソープ＞ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本歯科商社から発売された“ホイップウ

ォッシュモイスト”（サラヤ製造）は、濃

密泡でしっかり洗浄しながら、手肌のうる

おいケアを実現するハンドソープです。 

 

【特徴】 

●有効成分にアラントイン（抗炎症成分）

を配合し、洗浄しながら手肌の状態を整

えます。 

●保湿成分にプラセンタエキス、浸透性ア

ミノ酸GAFなど5種類の成分を配合す

ることで、手肌のうるおいを守ります。 

●なめらかで弾力のある泡がパックのよ

うに手指にくまなく密着。泡がクッショ

ンになり、洗浄時の肌の摩擦を抑えなが

ら汚れをしっかり落とします。手指のpH

バランスを崩さないよう配慮した弱酸性

処方です。 

●減容ボトルを採用し、使用後は手で簡単

につぶしてゴミの減容化ができます。 

●無香料・無着色で、洗ったあとも残り香

が気になりません。 

 

標準価格＝500mLポンプ付 950円 

ブルーフェーズG4 

／イボクラールビバデント 

＜広波長域LED光照射器＞ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イボクラールビバデントから発売された

“ブルーフェーズ G4”は、パテントテク

ノロジーによるポリビジョン機能を搭載

した広波長域 LED 光照射器です。照射中

ハンドピースの手ぶれによる光量の減少

を感知し、使用者に振動でお知らせし、さ

らに照射時間を 10%延長します。また、

歯面からプローブが離れた際に照射を自

動停止して重合不足をお知らせします。 

 

【特徴】 

●新開発のポリウェーブ LED により、ハ

ロゲンのような 385～515nm の広い

スペクトルを持ち、どのような光重合開

始材にも反応し、様々な光重合型材料の

重合が可能です。 

●照射プログラムはHIGHパワー（1,200 

 mW/cm2と 950mW/cm2の予備重合

モード（プレキュア 2 秒）。HIGH パワ

ーは 10 秒/15 秒/20 秒の照射時間の

切り替えが可能です。 

●直径10mmのライトプローブにより、

大きな窩洞も一度で照射できます。ま

た、先端が短い形状のため、最後臼歯へ

の照射も容易です。 

●数値で光量を測定できる光量測定器を

内蔵。 

●万が一バッテリーが切れても電源を直

接本体に接続して使用が可能です。 

 

標準価格＝本体一式 178,000円 
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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、2、3、4、5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です。 
 

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 
※第1、2回目は終了いたしました。 

●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 

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） 

※第1、2、3回目は終了いたしました。 

●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 

UKセミナー in 宮崎 

Er.YAG Laser で快適な歯科治療を！ 

～Laser & Micro Hands on Traning～ 

2019年 6月 9日(日) 10:00～16:00 

延岡 

●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専門医） 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：延岡市歯科医師会館 1F 研修室 

●定員 ：6名（お申込先着順） 

●受講料：21,600円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル宮崎店 ℡0985-35-6533 

Er:YAGレーザーは各種歯科用レーザーの中でも応用範囲の広いレーザーであり、保険適用機種としても認められています。半面、適応

組織の特徴に合わせた最適な照射条件を設定しないと効果的なレーザー治療は望めません。Er:YAG レーザーの基礎から臨床応用まで

を、まるごと１日、マイクロスコープを使って実習主体で学んでいただけるハンズオンセミナーです。 
 

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 

KaVo開業セミナー2019 

増税前に検討しておくこと 

「KaVoで開業できるって本当？」 

～経営の秘訣・教育の秘訣・技術の秘訣～ 

2019年 6月 9日(日)  11:00～17:00 

福岡 
●講師：今井 健二 先生（上前津歯科医院理事長） 

田中 健久 先生（歯科タナカ理事長） 

●会場 ：カボデンタルシステムズジャパン㈱ 福岡セミナールーム 

●定員 ：20名 

●受講料：5,000円（消費税込） 

●問合せ：カボデンタルシステムズジャパン㈱ ℡092-441-4516 
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開催地 京セラ FINESIA 補綴技工セミナー in 九州 2019年 6月13日(木) 18:00～21:30 

福岡 
●講師：原田 政彦 氏 

  （京セラ㈱メディカル事業部マーケティング部） 

●会場 ：京セラ㈱九州営業所 3F 会議室  

●定員 ：20名 

●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 

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） 

※第1、2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 
片岡道場 第8期生（久留米コース） 

2018・2019年 10回コース 

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、5、6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 
㈱ジーシー主催 

「炭酸ガスレーザー治療の可能性」 
2019年 6月16日(日) 13:00～16:00 

福岡 

●講師：田村 仁志 先生 

（東京都開業／東京歯科大学非常勤講師 

／㈱ジーシーレーザーインストラクター 

／昭和薬品化工㈱製品アドバイザー）  

●会場 ：㈱ジーシー九州営業所 セミナールーム 

●定員 ：20名 

●受講料：GC友の会会員2,160円、会員外10,800円 

GD友の会勤務医会員2,160円、会員外勤務医5,400円（消費税込） 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286  

 

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） 

※第1、2回目は終了いたしました。 

●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 
Fukuoka Clinical Dental Course 

Advance 2019 

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 
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開催地 

2019年度 鹿児島大学歯学部同窓会 

卒後研修員会主催 

「講義と実習で学べる小児歯科臨床セミナー」 

2019年  6月16日(日) 9:00～17:00 

鹿児島 ●講師：山崎教授、他 

●会場 ：鹿児島大学歯学部 講義実習棟 

●定員 ：25名 

●受講料：鹿児島大学歯学部同窓会会員40,000円、非会員50,000円 

●問合せ：医）青空会 あおぞら歯科 FAX 099-250-0780 

     または、鹿児島大学小児歯科 橋口真紀子先生 

     E-mail：hashigsm@dent.kagoshima-u.ac.jp 

 

開催地 

モリタ デジタルセミナー 

CERECから繋げる 

Digital Dentistryの診療スタイル 

2019年 6月16日(日) 13:00～17:00 

福岡 

●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 ：㈱モリタ福岡支店 セミナールーム 

●定員 ：10名 

●受講料：5,400円 

●問合せ： ㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011 

 

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） 

※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 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 

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 
※第1、2、3、4回目は終了いたしました。 

●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 

NDL mint-seminar 

誰もができるSRP初級編 

テクニカルベーシック2日間コース 

2019年 6月22日(土) 14:00～19:30 

6月23日(日)  9:30～16:30 

福岡 

●講師：長谷 ますみ 先生 

（NDL㈱代表取締役／歯科衛生士） 

    NDL公認インストラクター 

●会場 ：八重洲博多ビル 

●対象 ：歯科医師・歯科衛生士（開催最少人数6名） 

●会費 ：59,400円（実習器材費・消費税込）  

●協賛 ：サンデンタル㈱ 

●問合せ：NDL㈱ミントセミナー事務局 ℡090-9272-7318 

     E-mail：info@mint-seminar.com 

●申込み：ホームページ http://mint-seminar.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 ※満員御礼！（キャンセル待ち） 

●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 
臨床歯列矯正学セミナー【S.C.O.】1Day 

オープンセミナー 2019 
2019年 6月23日(日) 10:00～16:00  

熊本 

●講演：犬童 寛治 先生 

（熊本県八代市開業・歯牙移動セミナー講師） 

『3次元からの矯正治療の取り組み』 

●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） 

『矯正治療の基礎から』 

 ～矯正材料の解説 

／矯正相談のカウンセリング～ 

●会員症例発表・症例検討会 etc. 

●会場 ：㈱UKデンタル熊本店 2F UKホール 

●受講料：S.C.O.会員無料、非会員2,000円（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 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

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いたします。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 
UKセミナー n 長崎 

創める 始まる 定期管理型医院OneDayセミナー 
2019年 6月23日(日) 10:00～13:00 

長崎 

●講師＝牧野 泰千 先生 

（スマイルケア西八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デンタル長崎店 3F UKホール 

●定員 ：30名 

●受講料：3,000円（消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル長崎店 ℡095-818-0102 担当＝山口 

定期管理型医院システムは、予防のシステムだけでなく、患者さんの満足・働くスタッフの満足・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 
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 6月23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 ：9名 

●受講料：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 
 

開催地 

GC友の会セミナー ハイジニスト スケーリング  

ルートプレーニングセミナー 

～SRPのコツをつかんで、 

         歯周治療の成果につなげます～ 

2019年 6月23日(日) 10:00～16:30 

福岡 

●講師＝有村 知子 先生 

    （船越歯科医院勤務 

     ／日本臨床歯周病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 ：20～30名 

●受講料：GC友の会会員23,760円、GC友の会勤務の方27,000円 

会員外34,560円 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 
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開催地 
知れば知るほど使いたくなる！ 

オサダ半導体レーザーセミナー in 熊本 
2019年 6月23日(日) 10:00～12:30 

熊本 
●講師：吉田 格 先生 

（東京都開業／日本レーザー歯学会理事認定医）  

●会場 ：TKP熊本カンファレンスセンター 9F 

●定員 ：16名 

●受講料：5,400円（消費税込） 

●問合せ：長田電機工業㈱熊本営業所 ℡096-383-6770 

 

開催地 熊本小児歯科懇話会 第85回例会 2019年 6月23日(日) 10:00～12:00（9:30～総会） 

熊本 

●講師：土岐 志麻 先生 

    （全国小児歯科開業医会会長 

           ／青森市・とき歯科） 

●演題「今、子どものためにできること 

～口腔機能の育て方と医院からの 

アプローチの仕方～」 

●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 

UKフェア in 熊本 

UK DENTAL FESTIVAL IN KUMAMOTO 

～大謝恩機器フェア～ 

2019年 6月29日(土) 16:00～20:00 

6月30日(日)  9:30～17:00 

熊本 

歯科用機器取り扱いメーカー約 28 社によります最

新機器や話題の機器を一挙展示いたします。見て・

触れて・ご体感いただけるフェアです。 

この機会に是非ともご来場いただきますようお願い

申し上げます。 

●会場 ：熊本市流通情報会館 1F 展示ホール 

●展示メーカー：機器取り扱いメーカー28社 

●参加費：無料 

●問合せ：㈱UKデンタル熊本店 ℡096-377-2555 

 

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) ※19期満員御礼！ 

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 
UKセミナー in 宮崎 

知って得する！歯科医院経営セミナー 
2019年 6月30日(日) 10:00～13:00 

宮崎 

●講師：福田 英一 先生 

 （税理士法人恒輝福田税務/労務合同事務所代表） 

    福田 恒久 先生 

 （税理士法人恒輝福田税務/労務合同事務所 

          企画営業室・労務部門責任者） 

●会場 ：㈱UKデンタル宮崎店 3F UKホール 

●定員 ：30名 

●受講料：3000円（消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル宮崎店 ℡0985-35-6533 

経営の観点から、増税対策のポイント、増患増収のヒント、投資のタイミングはいつなのか？売り上げは上がっているのにお金が残らな

い謎などを、労務の観点から、働き方改革について、なぜ歯科医院に労務管理が必要なのか、就業規則についてなど、歯科医院経営にお

役立ちいただける経営セミナーです。 

 

開催地 

矯正治療の導入をお考えの先生に・・基礎から学ぶ 

第38期 矯正臨床ベーシックコース 

Ⅰ級叢生の不正咬合の治療する 

第1回：6月30日(日)、第2回：7月21日(日)、第3回：8月25日(日) 

第4回：9月29日(日)、第5回：10月27日(日)、第6回：11月17日(日) 

※時間＝全日10:00～17:00 

福岡 ●講師：伊藤 正彦 先生（福岡市中央区開業）  

●会場 ：福岡天神センタービル 

●定員 ：16名 

●受講料：270,000円（消費税込）、実習材料費：約100,000円（消費税込） 

●問合せ：㈱JMオルソ ℡03-5281-4711 
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開催地 

UKセミナー in 福岡 

 ～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 6月30日(日) 10:00～15:00 

福岡 

●講師： 加藤 久子 先生 

        （歯科衛生士／フリーランス） 

●会場 ：㈱UKデンタル福岡店 3F UKホール 

●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デンタル福岡店 ℡092-874-2811 

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 

モリタ友の会 クリニカルチャー研修会 

明日からのインプラント治療に活かせる！ 

～アシスタントワーク（術前準備から術後の 

         メインテナンスまで）を実践～ 

2019年 6月30日(日) 10:00～17:00 

鹿児島 

●講師：阿部田 暁子 先生 

  （公益社団法人日本口腔インプラント学会認定 

インプラント専門歯科衛生士） 

    松岡 恵理子 先生  

    （日本歯科大学新潟病院 

総合診療科主任歯科衛生士） 

●会場 ：鹿児島県市町村自治会館 505号室 

●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、特別ペア価格32,400円（実習器材・消費税込） 

●問合せ： ㈱モリタ鹿児島営業所セミナー係 ℡099-251-1778 

 

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 後期 

第1回：7月6日(土)・7日(日)、第２回：8月3日(土)・4日(日) 

第３回：9月21日(土)・22日(日)、第4回：10月12日(土)・13日(日) 

第5回：11月16日(土)・17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） 

●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 

『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14日(土)・15日(日)、第8回：10月19日(土)・20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・熊本県開業） 

※第1、2、3、4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 

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、6、7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 
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開催地 

Shurenkai 補綴臨床Step Up講座2019 

目からウロコが落ちる！ 

Basic Cr-Br クラウンブリッジコース 

2019年 7月 6日(土) 14:00～20:00 

7月 7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 ： ㈱リファレンス リファレンス駅東ビル 7F 

●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 

UKセミナー in 熊本 

 ～明日からの臨床に役立つ～ 

加藤久子先生のミドルレベル  

        スケーリングと歯面研磨セミナー 

2019年 7月 7日(日) 10:00～15:00 

熊本 

●講師： 加藤 久子 先生 

        （歯科衛生士／フリーランス） 

●会場 ：㈱UKデンタル熊本店 2F UKホール 

●定員 ：14名（お申込先着順） ※満員御礼！ 

●受講料：25,000円（昼食費・教材費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル熊本店 ℡096-377-2555 

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 
UKセミナー in 鹿児島 

投資0円から始める予防歯科のスタート 
2019年 7月 7日(日) 10:00～15:00 

鹿児島 

●講師：三浦 敏美 先生（歯科医師 

             ／医院経営サポート） 

    木場 秀隆 先生（鹿児島市開業） 

●会場 ：e-terrace 10F（鹿児島市荒田） 

●定員 ：40名 

●受講料：歯科医師・スタッフペア10,000円 

スタッフ追加1名様5,000円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 担当＝甲斐 

予防型歯科医院への変革したことにより、売上約4倍、物販年間売上700万以上、自費率70%以上になった足跡を振り返りながら、

予防歯科の重要性と変革のノウハウについてご講演いただきます。 

 

開催地 

デンタルスタッフステップアップ講座 

『信頼されるスタッフになる』 

～患者満足度を高めるコミュニケーションセミナー～ 

2019年 7月 7日(日) 10:00～16:00 

熊本 

●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 ：くまもと森都心プラザ 6F D会議室 

●定員 ：10名 

●受講料：16,200円 

※事前申し込みの場合12,960円（昼食費・消費税込） 

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

    ホームページ：https://ameblo.jp/ams-brillia/ 

 

開催地 

GC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 7月 7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 

    （日本歯科顕微鏡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、歯科衛生士会員外6,480円 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 

 

開催地 

モリタ友の会 クリニカルチャー研修会 

入門！グレーシーキュレット基本のA・B・C 

入門コース（模型実習付き） 

2019年 7月 7日(日) 10:00～17:00 

熊本 

●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 ：熊本市国際交流会館 3F 研修室1 

●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 
九州歯科大学同窓会主催 

2019年度 ポストグラデュエートセミナー 

第1回：7月7日(日)、第2回：8月18日(日)、第3回：9月1日(日) 

第4回：10月6日(日)、第5回：10月27日(日)   

※時間＝各回とも午前の部9:30～12:00、午後の部13:00～15:30 

福岡 

●講師陣： 

第1回：内藤真理子先生／加藤大明先生 

第2回：瀬田祐司先生／片岡真司先生／上田秀朗先生 

第3回：土屋嘉都彦先生／金成雅彦先生 

第4回：築山鉄平先生／山下素史先生 

第5回：磯崎裕騎先生／中田光太郎先生 

●会場 ：九州歯科大学 本館5F 501講義室 

●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 

     ホームページ http://kyushi-doso.jpy 
 

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 

※第1回目は終了いたしました。 

●会場 ：リファレンス博多駅東ビル 

●定員 ：24名 

●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 

モリタ友の会 クリニカルチャー講演会 

～MFT、顎関節症指導、マッサージ、 

           口腔リハをされる方々へ～ 

ライフステージ別の筋機能からアプローチする 

お口の健康づくり 

2019年 7月 7日(日) 13:00～16:00 

宮崎 

●講師：姫野 かつよ 先生 

 （たけうち歯科クリニック／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 ：宮崎県JA・AZMホール別館 301号室 

●定員 ：40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 

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？ 

2019年 7月 7日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●講師：仲田 勝樹 先生 

（JA愛知厚生連 江南厚生病院 

感染制御部 感染制御課長 感染管理認定看護師） 

●会場 ：アステム福岡 大会議室 

●定員 ：60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 

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 

2019年 7月13日(土) 14:00～19:00 

7月14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：歯科医師様 37,800円 

     歯科技工士様 27,000円（日曜昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル福岡店 ℡092-874-2811 

 ●局部義歯設計の“A to Z” （支持－把持－維持）       ●局部床義歯に選択圧印象採取の”いろは” 

 ●局部床義歯においてCR とCO を一致させる咬合採取方法、  ●局部床義歯のリベース時の勘所 

 ●局部床義歯の鋳造学に基づくナイスフィットについて       ●レスト形成の具合的方法 

 ●インプラント・パーシャル・オーバーデンチャー作製時の印象から装着までにおける注意点 
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開催地 

TIP-EDGEシステム矯正セミナー 

2019年福岡コース 

～PLUS BRACKETS SYSTEM～ 

2019年 7月13日(土)、14日(日)、15日(月／祝)   

※時間：10:00～18:00（但し7/15のみ17:00迄） 

福岡 

●アドバイザー： 

佐波 義連 先生（山口県周南市開業） 

●インストラクター： 

    清野 政孝 先生（福岡市開業） 

    佐波 義明 先生（山口県周南市開業） 

    麻生 直 先生（大分市開業） 

●会場 ：福岡朝日ビル B1研修室（博多区博多駅前） 

●定員 ：12名 

●受講料：240,000円（昼食費・消費税込み） 

●問合せ：㈱サンデンタル ℡03-3836-9347 担当＝秋山                    

本コースは、矯正治療の経験がない、もしくは少ない先生方を対象にした3日間で行う短期集中の完全マスターコースです。 

 

開催地 

日本臨床歯科医学会 熊本支部 

サマーセミナー2019 

MＩ Esthetic 

～審美修復治療の最前線～ 

2019年 7月14日(日) 9:30～16:00 

熊本 

●講演：大河 雅之 先生 

     （日本臨床歯科医学会東京支部支部長 

       ／代官山アドレス歯科クリニック） 

●会場 ：熊本県歯科医師会館 ホール 

●定員 ：100名 

●会費 ：日本臨床歯科医学会会員歯科医師5,000円・会員スタッフ3,000円 

     非会員歯科医師10,000円・非会員スタッフ8,000円 

     ※熊本以外のSJCD会員様も同会員扱いとなります。 

●申込：日本臨床歯科医学会熊本支部事務局 

℡096-331-0567／Fax096-331-0577 

●問合せ：e-mail：taka@ourdent.com 

 

開催地 

熊本県歯科衛生士会主催  

令和元年度 第9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1回：7月14日(日)、第2回：8月25日(日)、第3回：9月8日(日) 

第4回：10月6日(日)、第5回：11月10日(日)、第6回：12月15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 

越川由紀先生／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／荒木琴美先生／金城優先生 

堀早央里先生／山本温子先生 

●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 

松本勝利先生の『臨床のお宝箱セミナー』 
2019年 7月15日(月／祝) 10:00～16:30 

長崎 

●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デンタル長崎店 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デンタル長崎店 ℡095-818-0102 

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。 

 

開催地 
2019 Workshop by Masumi Nagatani 

超音波・歯周治療実践セミナー【ベーシックコース】 
2019年  7月18日(木) 12:00～17:30 

福岡 
●講師：長谷 ますみ 先生 

         （NDL㈱代表取締役） 

●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 

大阪セラミックトレーニングセンター宮崎校主催 

Naturgemasse Anfwachs Technik 

NATワックスアップテクニック講習会 

STEP2：7月20日(土)・21日(日)＝小臼歯 

STEP3：10月26日(土)・27日(日)＝前歯部 

時間：土曜日10:00～18:00、日曜日9:00～16:00 

宮崎 

●講師：長谷川 篤史 先生 

（YETI Dentalproduktsインストラクター 

／gebdi DENTAL-PRODUCT 

インストラクター） 

※STEP1（大臼歯）は終了いたしました。 

●会場 ：大阪セラミックトレーニングセンター宮崎校 

●定員 ：14名 

●受講料：150,000円＋材料費 

     ※過去に上下第一大臼歯ワックスアップセミナー受講者は、 

STEP2、3のみの受講可能。100,000円＋材料費 

●問合せ：㈲セイブ歯研 ℡090-8669-9245（廣末 様） 

●申込先：Fax092-592-1220  E-Mail：miyazakiob@gmail.com 
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開催地 
平成31年度 鹿児島大学歯学部同窓会主催 

「開業医のための実践矯正セミナー」 

2019年  第3回：7月20日(土)、第4回・終了式：7月21日(日) 

時間：各日9:30～19:00 

鹿児島 

●講師：鹿児島大学大学院  

     歯科矯正学分野の先生方及び特別講師 

【ベーシックコース】 

 「成長期の患者における 

検査、分析、診断および治療」 

【アドバンスコース】 

 「永久歯例期の患者における 

検査、分析、診断および治療」 

※第1、2回目は終了いたしました。 

●会場 ：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科棟1（歯学系）4F 医局、他 

●定員 ：ベーシックコース6名程度、アドバンスコース若干名 

     ※アドバンスコースはベーシックコース修了者のみ対象 

●受講料：鹿児島大学歯学部同窓会会員 

      ベーシック250,000円、アドバンス260,000円 

     鹿児島大学歯学部同窓会非会員 

      ベーシック260,000円、アドバンス270,000円 

     ※実習で使用する器具・材料等の費用含む 

●問合せFAX：医）青空会 あおぞら歯科 FAX 099-250-0780 

 

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 

モリタ デジタルセミナーこれからの歯科医院づくり 

CT導入でもたらせれる3つの変化Ⅱ 

～新たな時代に対応する 

       CT & Trinity Core Proの活用法～ 

2019年 7月21日(日) 10:00～16:00 

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 2F 会議室  

●定員 ：10名 

●受講料：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 

感染症予防歯科衛生士講習会 

「最新の感染症事情～HIV感染症と歯科～」 

「院内の感染予防管理」 

「歯科診療所における医療安全管理」 

2019年 7月21日(日) 10:00～16:00 

熊本 

●講師：吉川 博政 先生 

   （国立病院機構九州医療センター 

歯科口腔外科部長・科長）  

    吉岡 秀郎 先生 

    （大阪労災病院歯科口腔外科部長） 

    大渡 凡人 先生 

    （九州歯科大学 

口腔保健・健康長寿推進センター教授） 

●会場 ：熊本県歯科医師会館 4F 

●定員 ：130名 

●受講料：無料 

●問合せ：日本歯科衛生士会 E-mail：kensyu@jdha.or.jp 
         ※日本歯科衛生士会HPからもお申込み可能！ 

 

開催地 
ジーシーサクセスセミナー 

歯科医院経営セミナー 
2019年  7月21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 3F 

●定員 ：20名（1医院2名様まで） 

●受講料：GC友の会会員4,320円、会員以外12,960円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 

 

開催地 

Pleasant evening with Dentsply Sirona 

Implant 

イブニングセミナー福岡2019 

7月25日(木)・8月21日(水)・9月25日(水)・10月30日(水) 

11月27日(水)・12月19日(木) 

時間：各回19:30～21:30 

福岡 

●講師陣： 

7月：廣末将士先生、8月：有吉洋先生 

9月：上田希美先生・黒田薫先生 

10月：蓮輪裕介先生、11月：木原優文先生 

12月：黒嶋伸一郎先生 

●会場 ：デンツプライシロナ㈱福岡支店 

●定員 ：10名 

●受講料：単回受講各回3,000円、一括受講12,000円 

●問合せ：デンツプライシロナ㈱ ℡03-5114-1008 
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開催地 

モリタ クリニカルチャー研修会 

セラビアンZRを用いた 

    ジルコニアレストレーション実習セミナー 

～基礎・応用・トラブル回避のテクニック～ 

2019年  7月27日(土) 10:00～17:00 

福岡 

●講師：山田 和伸 先生 

    （㈱カスプデンタルサプライ 

／カナレテクニカルセンター ） 

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●定員 ：10名 

●受講料：モリタ友の会会員本人32,400円、会員スタッフ35,640円 

     未入会46,440円 

●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011 
 

開催地 

UKコース in 長崎 

創める 始まる 定期管理型医院システム導入 

5回コース 

第1回：7月28日(日)、第2回：9月1日(日)、第3回：10月6日(日) 

第4回：11月10日(日)、第5回：12月1日(日) 

時間＝各回 10:00～13:00 

長崎 

●講師＝牧野 泰千 先生 

（スマイルケア西八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デンタル長崎店 3F UKホール 

●定員 ：10名 

●受講料：一括お支払いの場合162,000円（消費税込） 

分割お支払いの場合は、増税予定のため10月以降に変動がございま

すので相談ください。 

●問合せ：㈱UKデンタル長崎店 ℡095-818-0102 担当＝山口 

定期管理型医院システムは、予防のシステムだけでなく、患者さんの満足・働くスタッフの満足・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。今回、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、先生方の医院作りとして必要な項目、また独自のシステム構築を目的とした5日間コースです。 

 

開催地 
UKセミナー in  鹿児島 

～患者満足度を上げるチームで取り組む審美修復～ 
2019年 7月28日(日) 10:00～16:00 

鹿児島 

●講師 ：松永 興昌 先生 

（松永歯科クリニック審美 

・インプラントセンター薬院） 

     平川 美穂 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 ：UKデンタル鹿児島店 3F 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 

●問合せ：㈱UKデンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 

【午前】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】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 
TMD（MDS）セミナー 2019年 

Dr.Jankelsonの筋肉位理論 

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、2、3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。 

 

開催地 

UKセミナー in 長崎 

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 

2019年 7月31日(水) 19:30～21:00 

長崎 

●講師：デンツプライシロナ㈱社員 

●会場 ：㈱UKデンタル長崎店 3F UKホール 

●定員 ：5名 

●受講料：無料 

●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の 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 

モリタ友の会 クリニカルチャー研修会 

リピート率を上げる歯周治療 

～プロケア・セルフケアグッズを理解しよう～ 

2019年 8月 3日(土) 10:00～16:00 

福岡 
●講師：沢口 由美子 先生 

     （フリーランス／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、特別ペア価格32,400円（会員） 

●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 

JDS Creation Course 

歯科用陶材 クリエイション アドバンスセミナー 

～オーラルデザインメンバーの 

           臨床テクニックを学ぶ～ 

2019年 8月 3日(土) 10:00～17:00 

8月 4日(日) 9:00～17:00 

福岡 
●講師：内海 賢二 先生 

（東京都：oral design KEN） 

●会場 ：㈱日本歯科商社 九州営業所 

●定員 ：10名 

●受講料：JDSクラブ会員60,000円、非会員63,000円 

（昼食費・コーピング代・模型代材料費込） 

●問合せ：㈱日本歯科商社 ℡03-3625-3111 

 

開催地 
UKセミナー in  熊本 

～患者満足度を上げるチームで取り組む審美修復～ 
2019年 8月 4日(日) 10:00～16:00 

熊本 

●講師 ：松永 興昌 先生 

（松永歯科クリニック審美 

・インプラントセンター薬院） 

     山田 実和 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 ：UKデンタル熊本店 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 

●問合せ：㈱UKデンタル熊本店 ℡096-377-2555 

【午前】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】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 

モリタ友の会 クリニカルチャー講演会 

レジンセメントの取扱いについて、臨床家が知って

おくべきエビデンスデータと臨床的テクニック 

～実習付きセミナー～ 

2019年 8月 4日(日) 13:00～16:00 

福岡 
●講師：鷲野 崇 先生 

     （日本歯内療法学会／日本接着歯学会）  

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●定員 ：30名 

●受講料：モリタ友の会会員本人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 

NDL mint-seminar 

もう一度きちんと基礎から学びたい・・・ 

自信をもって臨床したい・・・ 

クリニカルベーシックセミナー 

2019年 8月17日(土) ①10:00～レントゲンの読み方アセミナー 

➁14:00～プロビングセミナー19:30 

8月18日(日) ③9:30～カリエス予防セミナー 

④13:30～接遇とモチベーションセミナー 

福岡 

●講師：長谷 ますみ 先生 

（NDL㈱代表取締役／歯科衛生士） 

    松岡 久美子 先生（歯科衛生士） 

●会場 ：福岡建設会館 

●受講料：1つのセミナー受講8,000円（1日受講は昼食付） 

全てのセミナー受講30,000円 

●問合せ：NDL㈱ミントセミナー事務局 ℡090-9272-7318 

     E-mail：info@mint-seminar.com 

●申込み：ホームページ http://mint-seminar.com 
 

開催地 

UKセミナー in 福岡 

Er.YAG Laser で快適な歯科治療を！ 

～Laser & Micro Hands on Traning～ 

2019年 8月18日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●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専門医） 

※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 ：6名（お申込先着順） 

●受講料：21,600円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル福岡店 ℡092-874-2811 

Er:YAGレーザーは各種歯科用レーザーの中でも応用範囲の広いレーザーであり、保険適用機種としても認められています。半面、適応

組織の特徴に合わせた最適な照射条件を設定しないと効果的なレーザー治療は望めません。Er:YAG レーザーの基礎から臨床応用まで

を、まるごと１日、マイクロスコープを使って実習主体で学んでいただけるハンズオンセミナーです。 

 

開催地 
第19回日本歯科東洋医学会九州支部講演会 

～オーラルフレイルと東洋医学～ 
2019年  8月25日(日) 9:00～16:00 

福岡 

●特別講演：表川 実哉 先生（おもかわ歯科医院） 

      小林 宏 先生（薬局誠宏堂） 

●九州支部理事講演： 

     重住 大乗 先生／草場 隆夫 先生 

     小原 浩司 先生 

●会場 ：福岡県歯科医師会館 

●受講料：事前登録（8／9迄） 

：歯科医師9,000円、パラデンタルスタッフ2,000円 

当日受付：歯科医師10,000円、パラデンタルスタッフ2,000円 

●問合せ：日本東洋医学会九州支部事務局（くさの歯科医院 草野真理子先生） 

℡0944-53-0488／Fax0944-53-5729 
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開催地 

UKセミナー in 熊本 

外科手技の極意「堀之内メソッド」 

           と最新のPDTについて 

2019年 8月25日(日) 13:00～17:00 

熊本 

●講師＝堀之内 康文 先生 

（公立学校共済組合九州中央病院 

歯科口腔外科部長） 

佐々木 匡理 先生 

（公立学校共済組合九州中央病院 

歯科口腔外科医局インプラントセンター 

センター長） 

※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 ：30名 

●受講料：10,800円（消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル熊本店 ℡096-377-2555 

外来小手術（普通抜歯、埋伏抜歯、根切、膿瘍切開、小帯手術、骨隆起切除、その他）の手術手技、術後管理、トラブルの防止法と対処

法等について、そのポイントとコツをお話いただきます。また、a-PDT（抗菌光線力学療法）のメカニズムと臨床応用、今後の展望に

ついてお話しいただきます。 

 

開催地 

UKセミナー in 福岡 

Rubber Dum Isolation Technique 

Hands on Seminar 

2019年 8月25日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●講師＝辻本 真規 先生 

（福岡市開業：辻本デンタルオフィス院長） 

※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：ペア受講（歯科医師様＋歯科衛生士様）64,800円 

単独受講37,800円（使用器材・昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル福岡店 ℡092-874-2811 担当＝門司 

本セミナーでは、単独歯、多数歯（前歯、臼歯）のラバーダム防湿を講義とマネキンを使用した実習を通して、衛生士さんでもできるよ

う細かく指導いただく、全国的にも数少ないラバーダム防湿のハンズオンセミナーです。 

 

開催地 

UKセミナー in 長崎 

Er.YAG Laser で快適な歯科治療を！ 

～Laser & Micro Hands on Traning～ 

2019年 9月 8日(日) 10:00～16:00 

長崎 

●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専門医） 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：UKデンタル長崎店 3F UKホール 

●定員 ：6名（お申込先着順） 

●受講料：21,600円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル長崎店 ℡095-818-0102 

Er:YAGレーザーは各種歯科用レーザーの中でも応用範囲の広いレーザーであり、保険適用機種としても認められています。半面、適応

組織の特徴に合わせた最適な照射条件を設定しないと効果的なレーザー治療は望めません。Er:YAG レーザーの基礎から臨床応用まで

を、まるごと１日、マイクロスコープを使って実習主体で学んでいただけるハンズオンセミナーです。 

 

開催地 

歯科医院に勤務するスタッフのための 

ステップアップ講座 

『信頼されるスタッフになる』 

～患者満足度を高めるコミュニケーションセミナー～ 

2019年 9月 8日(日) 10:00～16:00 

鹿児島 

●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 ：鹿児島県民交流センター 4F 小研修室第2 

●定員 ：16名 

●受講料：16,200円 

※事前申し込みの場合12,960円（昼食費・消費税込） 

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

    ホームページ：https://ameblo.jp/ams-brillia/ 
 

開催地 

UKセミナー in 鹿児島 

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 

2019年 9月21日(土) 14:00～19:00 

9月22日(日) 10:00～16:30 

鹿児島 

●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デンタル鹿児島店 3F UKホール 

●定員 ：30名 

●受講料：歯科医師様 37,800円 

     歯科技工士様 27,000円（日曜昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 

 ●局部義歯設計の“A to Z” （支持－把持－維持）       ●局部床義歯に選択圧印象採取の”いろは” 

 ●局部床義歯においてCR とCO を一致させる咬合採取方法、  ●局部床義歯のリベース時の勘所 

 ●局部床義歯の鋳造学に基づくナイスフィットについて       ●レスト形成の具合的方法 

 ●インプラント・パーシャル・オーバーデンチャー作製時の印象から装着までにおける注意点 
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開催地 

『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 ※満員御礼！ 

●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 
UKセミナー in 宮崎 

松本勝利先生の『臨床のお宝箱セミナー』 
2019年 9月23日(月／祝) 10:00～16:30 

宮崎 

●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デンタル宮崎店 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デンタル宮崎店 ℡0985-35-6533 

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。 
 

開催地 

UKセミナー in 熊本 

Er.YAG Laser で快適な歯科治療を！ 

～Laser & Micro Hands on Traning～ 

2019年 9月29日(日) 10:00～16:00 

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専門医） 

※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 ：6名（お申込先着順） 

●受講料：21,600円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル熊本店 ℡096-377-2555 

Er:YAGレーザーは各種歯科用レーザーの中でも応用範囲の広いレーザーであり、保険適用機種としても認められています。半面、適応

組織の特徴に合わせた最適な照射条件を設定しないと効果的なレーザー治療は望めません。Er:YAG レーザーの基礎から臨床応用まで

を、まるごと１日、マイクロスコープを使って実習主体で学んでいただけるハンズオンセミナーです。 
 

開催地 

UKセミナー in 大分 

義歯の痛い・外れるにどう対処するか～実技テーブル

クリニック&ムービーケースプレゼンテーション～ 

2019年 9月29日(日) 10:00～16:30 

大分 

●講師： 村岡 秀明 先生（千葉県開業） 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：iichiko総合文化センター 

●定員 ：50名（お申込先着順） 

●受講料：歯科医師12,000円、スタッフ6,000円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル大分店 ℡097-513-3988 

●痛い・外れるの原因は、粘膜面か咬合面か、●前歯部のレスト、臼歯部のレスト、●ガイドプレーンの大切さ、つけ方、考え方 

●義歯を動かさない咬合とは、●義歯の辺縁のあり方・作り方からその実際を実技デモで紹介、●観察眼を養う～メインテナンス時に義

歯を観察する歯科衛生士さんの眼～ 
 

開催地 
第5回あすか会 ハイジニストミーティング 

「歯科衛生士を楽しむヒント」 
2019年  9月29日(日) 9:30～16:00 

熊本 

●講演：本田 貴子 先生 

（Merci&Merci Takako Honda 

 Dental Hygienist Office） 

●会員スタッフDH5名発表 

●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：クローバー歯科・こども歯科 

℡096-294-6480／Fax096-294-6481 

 

開催地 
第4回 HAPPY CURETTE 

スタッフ発表会 
2019年  10月19日(土) 15:00～18:30 

福岡 ●会員医院のDH、DA、受付による発表 

●会場 ：八重洲博多ビル ホールA 

●定員 ：120名 

●受講料：事前申込（8/31迄）歯科医師5,000円、スタッフ2,000円 

通常申込（9/1以降）歯科医師6,000円、スタッフ3,000円 

学校関係者・学生（事前申込無料、通常申込500円） 

●問合せ：あおき歯科クリニック 青木理恵先生 

℡092-672-8110／Fax092-672-8100 
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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 

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 

 

開催地 

トクヤマデンタル倶楽部 

審美（テーブルクリニック）セミナー 

審美修復ダイレクトボンディング基礎から応用まで 

Biomimetic Approach in Posterior Restorations 

2019年 10月27日(日) 10:00～17:00 

福岡 
●講師：青島 徹児 先生 

（埼玉県開業／青島デンタルオフィス院長） 

●会場 ：リファレンス駅東ビル 貸会議室 

●受講料：トクヤマデンタル倶楽部会員15,000円 

非会員・他25,000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 

歯科医院のための 

    インフェクションコントロールコース 

～キレイな歯科医院にしませんか？～ 

2019年 11月17日(日) 10:00～17:00 

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 ：会場につきましては後日連絡！ 

●受講料：歯科医師40,000円、歯科衛生士20,000円 

歯科医師帯同受講10,000円、歯科衛生士帯同再受講8,000円 

              ※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 

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12期 

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 

第7回 JUC発表会 

「歯を護る欠損補綴」 

～その設計見直してみませんか～ 

2019年 12月 1日(日) 9:00～16:30 

福岡 

●新人発表：小川直子先生／鈴木泰二先生 

●シンポジウム： 

久木田大先生／森本昌孝先生／池上龍朗先生 

神田亨先生／服部俊嗣先生／吉松繁人先生 

●テーブルクリニック：下田裕子先生／花岡洋介先生 

●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18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 

UKセミナー in 長崎 

Rubber Dum Isolation Technique 

Hands on Seminar 

2019年 12月 8日(日) 10:00～16:00 

長崎 

●講師＝辻本 真規 先生 

（福岡市開業：辻本デンタルオフィス院長） 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：㈱UKデンタル長崎店 3F UKホール 

●定員 ：16名 

●受講料：ペア受講（歯科医師様＋歯科衛生士様）64,800円 

単独受講37,800円（使用器材・昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル長崎店 ℡095-818-0102 担当＝山口 

本セミナーでは、単独歯、多数歯（前歯、臼歯）のラバーダム防湿を講義とマネキンを使用した実習を通して、衛生士さんでもできるよ

う細かく指導いただく、全国的にも数少ないラバーダム防湿のハンズオンセミナーです。 
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