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オステルビーコン／モリタ

ジーセム ONE EM／ジーシー

＜ＩSQ 測定装置＞

＜歯科接着用レジンセメント＞

バルクベースハード ミディアム
フロー／サンメディカル
＜歯科裏層用高分子系材料＞

-

モリタから発売された“オステルビーコン”
は、非接触で測定できるコードレス式イン
プラント安定性測定器です。インプラント
体、またはアバットメントに装着するスマ
ートペグを使用して、非接触でISO値（イ
ンプラント安定指数）を測定することがで
きます。既存の「オステルＩDx」と比較し
て、プローブと本体が一体化したペン型タ
イプで、またコードレスになり操作性がよ
り向上しました。
【特徴】
●本体先端から磁気パルスをスマートペグ
に発信し、共振周波数を測定することで
ISO値を算出・表示します。
●ディスプレイにISO値が表示され、本体
先端が数値の程度に対応した色で発光す
るので、安定性の程度を容易に判別する
ことが可能です。
●MD（近遠心）
、BL（頬舌側）の数値を
測定するようにガイドされ、ディスプレ
イに表示します。
●付属のUSBキーにより、PCに接続して
オンラインツール「Osstell Connect」
にアクセスし、データの保存や分析が可
能です。また、経時的なデータの集積に
より、過去から最新までのISQ値をビジ
ュアル的にグラフ化して表示が可能なの
で患者さんの説明にも効果的です。
標準価格＝本体一式 398,000 円

『 EVA ダイヤコンプラス CA 用 』
＜ サンデンタル ＞

標準価格＝
DT-DCP10ｍ/DT-DCP10f
DCP-OFｍ/DCP-Off

GC から発売中の「ジーセム ONE neo」
（ハンドミックスタイプ）に、新たにオー
トミックスタイプの“ジーセム ONE EM”
が 11 月 21 日にラインナップされます。
簡単に、そしてスピーディに均一なミキシ
ングができるオートミックスタイプで、ロ
ングスパン症例では、補綴物修復の大きさ
に合わせてセメント量を自在に調整可能
なので、メタルからジルコニアまでオール
マイティに強い接着力を発揮します。

サンメディカルから発売中の歯科裏層用
高分子材料の「バルクベースハード」が、
流動性と色調を追加し、
“バルクベースハ
ードミディアムフロー”ならびに“バルク
ベースローフロー”
（既存品）としてリニ
ューアル発売されました。2 種類のライン
アップにより、裏層から最表層まで充填可
能で適応範囲が広がります。

【特徴】
●化学重合でも光重合（タックキュア）で
も余剰セメントが容易に一塊で除去で
きます。
●各修復物へ注入しやすい良好なフロー
を持ちながら、築盛時の浮き上がりの心
配がなく、圧接後は垂れにくく歯肉縁下
に流れ込みにくいため、様々な症例でス
トレスなく作業が行えます。
●従来品「ジーセム ONE neo」と同様に、
支台歯・窩洞側に「接着強化プライマ
ー」
、修復物側に「G-マルチプライマー」
を塗布することでさらに強固な接着を
実現します。
●被膜厚さは約 5μm で、圧接時の浮き上
がりもなく様々な症例で対応します。
●色調は、ユニバーサル（A2）
、ホワイト
（オペーク）
、AO3、トランスルーセン
トの 4 色をランナップ。

【特徴】
●これまでの「バルクベースハード」の重
合収縮率、硬化深度、機械的物性を維持
しながらリニューアル発売。コンポジッ
トレジン窩洞、インレー窩洞を問わず、
積層なしに深さ4mmまで一括充填が可
能です。
●高い接着性のライニング材と低重合収
縮レジンのベース材を使った接着裏層
で、修復後リスクの軽減と辺縁漏洩を防
止します。
●LSP モノマーの配合により、フロアブル
レジインでありながら重合収縮率 2%以
下を実現。
●色調は、ミディアムフロー・ローフロー
とも、ユニバーサル、A1、A2、A3 の
4 色に加え、ミディアムフローのみ隔壁
作製に便利なブルー色をランナップ。

標準価格＝2 シリンジ入
9,600 円
バリューP（5 シリンジ入）21,600 円

標準価格＝セット
13,800 円
単品（2.5ml 入）4,200 円

ユニークな形で頼れる相棒！使って納得！驚きの艶！
今回ご紹介致します製品は、サンデンタル(株)より発売の『EV ダイヤコンププラス CA
用』です。CAD/CAM 冠保険適用から 5 年経ち適用も拡大され、またパラジウム高騰も歯
止めがかかりません。今後益々CAD/CAM 冠、レジン修復をされる機会が増えてくると思
われる中、 この『EV ダイヤコンププラス CA 用』は、形態修正・荒研磨後のレジン全般、
CAD/CAM 冠を簡単・素早く 2 ステップで艶出し可能。特殊な形状の 2 種で届かない部
位はありません。ダイヤモンド砥粒含有でそれぞれミディアム（中目）とファイン（細目）
があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
ご採用いただいております医院様からは、
「低回転短時間で光沢が出る。
」
「チェアタイム
短縮に繋がるし、プラークやステインも付きにくくなるから患者さんにも良いね。
」との感
想を頂いております。是非この機会にお試し下さい。詳しくは弊社担当営業者までお問い合
わせ下さい。

1,500 円
1,200 円

鹿児島店 営業一課 下池 功一郎
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開催地

㈱ジーシー
「口腔機能検査」体験セミナー
～体験で覚える口腔機能検査から管理まで～
はじめよう！口腔機能低下症への対応
実習付きセミナー

九州
圏内

11 月 6 日(水)：天神会場・佐賀会場・別府会場
11 月 7 日(木)：小倉会場・鳥栖会場・臼杵会場
11 月 13 日(水)：博多会場・長崎会場・八代会場
11 月 14 日(木)：久留米会場・諫早会場・玉名会場
11 月 27 日(水)：姪浜会場・大分会場・鹿屋会場
11 月 28 日(木)：香椎会場・日田会場・霧島会場
12 月 4 日(水)：玉名会場・飯塚会場・諫早会場
12 月 5 日(木)：熊本会場・八幡会場・佐世保会場
12 月 11 日(水)：鹿児島会場・臼杵会場・久留米会場
12 月 12 日(木)：薩摩川内会場・別府会場・天神会場
12 月 18 日(水)：延岡会場・鳥栖会場・小倉会場
12 月 19 日(木)：宮崎会場・唐津会場・博多会場
2020 年 1 月 8 日(水)：天神会場・小倉会場・香椎会場
1 月 9 日(木)：博多会場・久留米会場・飯塚会場

開催地

㈱ヨシダ
歯科衛生士テクニカルスキルアップコース
感触を研ぎ澄ます！感覚的ハンドスケーリング

福岡

●講師：土屋 和子 先生
（歯科衛生士
／日本歯科医療人育成協会設立理事）

開催地

●時間：各会場とも 15:00～17:00
●レクチャー：
「口腔機能低下症とは・算定のポイント・検査方法・患者説明/管理/対応」
●動画上映：※監修：東京歯科大学教授：櫻井薫先生
「検査からの管理の流れ・トレーニング編」
●実習：口腔機能検査（7 項目）
●定員 ：各会場とも 10 名
●受講料：無料
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286
1 月 15 日(水)：佐賀会場・中津会場・鹿児島会場
1 月 16 日(木)：大村会場・佐伯会場・薩摩川内会場
1 月 22 日(水)：博多会場・熊本会場
1 月 23 日(木)：天神会場・熊本会場
1 月 29 日(水)：長崎会場・霧島会場
1 月 30 日(木)：鳥栖会場・鹿児島会場
2 月 5 日(水)：日田会場・飯塚会場・鹿児島会場
2 月 6 日(木)：大分会場・小倉会場・鹿屋会場
2 月 12 日(水)：博多会場・佐世保会場・熊本会場
2 月 13 日(木)：天神会場・佐賀会場・八代会場
2 月 26 日(水)：天神会場・諫早会場・宮崎会場
2 月 27 日(木)：博多会場・長崎会場・延岡会場
※詳細な場所は当社営業担当者もしくはジーシーまでご連絡ください。

2019 年 11 月 7 日(木) 13:00～17:00
●会場 ：㈱ヨシダ九州支店
●定員 ：20 名
●受講料：30,000 円（消費税込）
●問合せ： ㈱ヨシダ器材部 ℡03-3845-2931

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
2019 年 11 月 ９日(土) 10:00～17:00
応用までをマスターしよう応用コース（模型実習付）

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 20,000 円、会員スタッフ 23,000 円
未入会 33,000 円（昼食費・消費税別）
●問合せ： ㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011

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 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

●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

●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）

福岡

http://www.2013fira.com
※第 1、2、3、4、5、6、7 回目は
終了いたしました。

開催地

鹿児島

E-mail：fira.jp.mb@gmail.com

UK セミナー in 鹿児島
Er.YAG Laser で快適な歯科治療を！
2019 年 11 月 10 日(日) 10:00～16:00
～Laser & Micro Hands on Traning～
●講師： 吉嶺 真一郎 先生
●会場 ：㈱UK デンタル鹿児島店 3F UK ホール
（鹿児島市開業
●定員 ：6 名（お申込先着順）
／日本レーザー歯学会会員専門医） ●受講料：21,600 円（昼食費・消費税込）
※日歯生涯研修認定セミナー！
●問合せ：㈱UK デンタル鹿児島店 ℡099-254-0509
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。
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開催地

久留米

開催地

福岡

開催地

UK セミナー in 久留米
実践！マイクロスコープを用いた診療セミナー
～マイクロスコープ活用のポイント～

●会場 ：㈱UK デンタル久留米店 3F UK ホール
●講師：辻本 真規 先生
●定員 ：9 名
（福岡市開業／辻本デンタルオフィス院長）
●受講料：49,500 円（昼食費・消費税込）
※日歯生涯研修認定セミナー！
●問合せ：㈱UK デンタル久留米店 ℡0942-44-8143
マイクロスコープの基礎的知識、使用方法、ミラーテクニックから歯内療法のポイントなど、実習を通して習得いただくセミナーです。
「マイクロスコープを導入したけど、どのように使えば良いのか分からない。
」
「これから導入しようと思うのだけれど、どんな機種を買
えばよいのか、どう使えば良いのか不安」と思ってらっしゃる先生方の疑問を解決するセミナーです。
UK 経営セミナー in 福岡
新規ご開業から承継までの
2019 年 11 月 10 日(日) 10:00～17:00
歯科医院経営・承継成功法セミナー
●講師：福田 英一 先生／福田 恒久 先生
●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール
（福田税務・労務合同事務所）
●受講料：3,000 円（昼食費・消費税込）
野口 亨 先生（㈱GLAD 代表取締役）
※ご夫婦または親子でご参加の場合は、2 名様で 3,000 円です。
溝田 勝基 氏
●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811
（UK デンタルマーケティング部室長）
歯科医院の経営や人事・労務、ライフプランに精通された先生方をお呼びし、また、実例を参考に総費用や借り入れ方法、借り入れ金の
早期返済方法等、新規開業から引退をお考えの先生方にお役立ていただける歯科医院経営・承継成功法セミナーです。
TMD（MDS）セミナー 2019 年
Dr.Jankelson の筋肉位理論
●講師：KNRG 講師陣
※第 1、2、3、4、5 回目は終了いたしました。

熊本

開催地

熊本

開催地

熊本

開催地

福岡

2019 年 11 月 10 日(日) 9:30～17:30

6 回目＝11 月 10 日(日) 9:30～16:00
※6 回目前日の 11 月 9 日(土)懇親会開催
●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 2F UK ホール
●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。
九州歯内療法学会・学術講演会 in 熊本
（日本歯内療法学会協力団体）
テーマ「根管系からの感染源除去を再考する」

2019 年 11 月 10 日(日) 13:30～17:00

●会場 ：熊本県歯科医師会館
●講師：吉嶺 嘉人 先生（九州大学病院歯内治療科）
●受講料：5,000 円（研修医・学生無料）
的場 一成 先生（㈱モリタ製作所）
●問合せ：九州歯内療法学会事務局 E-mail：kyushuendo@gmail.com

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 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

●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
※第 1、2、3、4 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

ヨシダ GROUP21 勤務医限定セミナー
「私が考える開業までに行う全て！」
2019 年 11 月 10 日(日) 13:00～16:00
「増患に繋がるホームページの有効な活用方法とは！」
●会場 ：㈱ヨシダ九州支店 3F ラーニングスタジオ
●講師：円林 秀治 先生（久留米市開業）
●定員 ：20 名
西島 悠太 氏（㈱ヒーロー・イノベーション） ●受講料：5,000 円（消費税込）
●問合せ： ㈱ヨシダ九州支店 ℡092-715-1435 担当＝田代
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開催地

熊本

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 11 月 17 日(日) 10:00～15:00

●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

福岡

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？～

●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）

2019 年 11 月 17 日(日) 10:00～17:00
●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

福岡

開催地

福岡

Kyushu Er:YAG Laser Forum in HAKATA
Er:YAG レーザーが全身健康に寄与し、
患者さんの生活レベルを向上させる

2019 年 11 月 17 日(日) 9:30～16:20

●講師：川畑
肥川
平井
渥美

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室
●定員 ：40 名
●受講料：5,000 円（昼食費含・税別）
●問合せ： ㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011

正樹
啓子
友成
克幸

先生（鹿児島県開業）
先生（大分県開業）
先生（福岡県開業）
先生（埼玉県開業）

2019 年 咬合療法研究会 九州支部会
「令和新時代の咬合理論を考える」
～顎顔面頭蓋からみる咬合再構成～
●特別講演：小渕 匡清 先生
（新宮小渕歯科・矯正歯科）
●会員講演：増田長次郎先生／長田耕一郎先生
（咬合療法研究会会員）

開催地

FLAT 特別企画講演
歯科治療の極みをめざして
～マイクロスコープで覗くこだわりの世界～

福岡

●講師：菅原 佳広 先生
（日本歯科大学准教授／総合診療科医長
日本顕微鏡歯科学会認定医・指導医）

開催地

2019 年 すずらんの会 講演会
「SRP の基本と実際」
～適切な技術で歯周治療に貢献する～

熊本

開催地

熊本

●講師：大住 祐子 先生
（医療法人貴和会新大阪診療所
／日本臨床歯周病学会認定歯科衛生士）

ヨシダ GROUP21 勤務医限定セミナー
事業計画書を作成して、融資、経営を考える

●講師：小野山 康彦 氏（㈱ジャパンデンタル）

2019 年 11 月 17 日(日) 10:00～16:30
●会場 ：アクア博多（博多区中洲）
●受講料：会員及び会員勤務医 5,000 円、非会員 7,000 円
コデンタルスタッフ 3,000 円、学生 2,000 円
●問合せ：咬合療法研究会九州支部（担当＝東山） Fax093-932-1499

2019 年 11 月 17 日(日) 10:00～16:00
●会場 ：福岡ヨシダセミナールーム
●定員 ：80 名
●受講料：15,000 円（昼食費込）
●申込方法：講演会案内の QR コードにて申込みになります。

2019 年 11 月 17 日(日) 9:30～12:00
●会場 ：熊本市歯科技術専門学校 4F 講堂
●定員 ：100 名
●受講料：会員無料（中島学園卒業生）
、会員外 3,000 円
●問合せ：熊本歯科技術専門学校 歯科衛生士科℡096-366-7714
●申込み：E-Mail：info@suzuran-kai.info Fax096-362-7221

2019 年 11 月 17 日(日) 10:00～13:00
●会場 ：㈱ヨシダ熊本営業所
●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
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開催地

長崎

UK セミナー in 長崎
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
●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！

2019 年 11 月 23 日(土／祝) 9:30～16:30
●会場 ：㈱UK デンタル長崎店 3F UK ホール
●定員 ：16 名（お申込先着順）
●受講料：59,400 円（昼食費・消費税込）
●問合せ：㈱UK デンタル長崎店 ℡095-818-0102

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

宮崎

開催地

UK セミナー in 宮崎
スポーツマウスガードセミナー
2019 年 11 月 23 日(土／祝) 10:00～16:00
「スポーツ歯学と医学の融合」
～カスタムメイドのマウスガード製作～
●講師：松村 英尚 先生
（福岡市開業／九州歯科大学臨床教授
●会場 ：㈱UK デンタル宮崎店 2F UK ホール
日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト） ●定員 ：15 名（お申込先着順）
●実習担当：澁江 拓 先生
●受講料：8,000 円（昼食費・消費税込）
（しぶえ歯科・小児歯科クリニック院長） ●問合せ：㈱UK デンタル宮崎店 ℡0985-35-6533 担当＝三藤
※日歯生涯研修認定セミナー！
スポーツ歯科医学の実際、マウスガードの基礎知識、製作のポイント、シートの圧接法やシートのトリミングと研磨法など、講義と実習
でご体得いただけるハンズオンセミナーです。
『装置に頼らない子どもの噛み合わせ治療』
（MFT を応用した咬合育成の実践）
高田泰先生出版記念講演会

2019 年 11 月 23 日(土／祝) 10:00～17:00

福岡

●講師：高田 泰 先生
（北海道釧路市開業
／日本咬合育成研究会主宰）

●会場 ：JR 博多シティ 10F 大会議室
●受講料：事前申込 5,000 円（11/15 迄）
、当日 6,000 円
●問合せ：咬合育成九州庶務（さかもと歯科クリニック 坂元直哉先生）
℡&Fax 093-601-3858
●申込み：E-Mail：rippia2008hiiragimokusei@yahoo.co.jp

開催地

UK セミナー in 大分
CAD/CAM＋CBCT の連動性が
新しい次元の治療を可能に！

2019 年 11 月 24 日(日) 10:00～13:00

大分

●会場 ：大分県労働福祉会館 ソレイユ 6F さざんか
●定員 ：10 名（お申込先着順）
●受講料：3,000 円（消費税込）
●問合せ：㈱UK デンタル大分店 ℡097-513-3988
●㈱ヨシダより発売されている歯科用 CAD/CAM システム“トロフィーソリューションズ”および歯科用 CBCT“トロフィーパンス
ープリーム 3D”を中心に、日常臨床における CAD/CAM システムのポイント及び CAD/CAM と CBCT の連動運用について解説い
ただきます。また、講演に加え、形成から削り出しまでの一連に流れに関して実機を用いて実体験いただけるセミナーです。
●講師：関 千俊 先生（埼玉県さいたま市開業
●共催：㈱ヨシダ
※日歯生涯研修認定セミナー！

開催地

ヨシダ 口腔内スキャナ新製品
「コエックスｉ500」の臨床応用
～今までにないコストパフォーマンスを実現～

熊本

●講師：有吉 洋 先生
（熊本市開業／JACD 会員／AOG 主宰
／KOC 講師／日本顎咬合学会指導医）

開催地

鹿児島歯科医師若手会 鹿児島県歯科医師会
共催学術講演
アンガーマネジメントで成果をあげよう！
選ばれる歯科医院作りの秘訣
～イライラしたって始まらない～

鹿児島

●講師：浅野 弥生 先生
（医療法人社団一心会 主任歯科衛生士）
●後援：鹿児島県歯科衛生士会

2019 年 11 月 24 日(日) 10:00～12:30
●会場 ：㈱ヨシダ熊本営業所 2F 研修室
●定員 ：10 名
●受講料：無料
●問合せ： ㈱ヨシダ熊本営業所 ℡096-379-2220 担当＝山下

2019 年 11 月 24 日(日) 9:30～13:30

●会場 ：かごしま県民交流センター 東棟 4F 大研修室第 3
●受講料：若手会会員・賛助会員 3,000 円（スタッフ 2,000 円）
県歯科医師会正会員・準会員 4,000 円（スタッフ 3,000 円）
上記以外歯科医師 7,000 円（スタッフ 5,000 円）
衛生士会員 2,000 円
●問合せ：医療法人尚文会 竹内歯科 ℡099-298-3055
（若手会学術担当 竹内尚士先生）
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開催地

福岡

開催地

福岡

開催地

福岡

開催地

福岡

開催地

福岡

Pleasant evening with Dentsply Sirona
Implant イブニングセミナー福岡 2019
●講師陣：
11 月：木原優文先生、12 月：黒嶋伸一郎先生

ヨシダ 臨床セミナー G-PLUS
診療が楽になる
～スタッフが笑顔になる医療面接技法～
●講師：今井 一彰 先生
（内科医／みらいクリニック院長
／福岡県福岡市開業）
㈱ジーシー九州営業所 ウィークデーセミナー
“患者さんと共に進める歯周治療”
～プラークコントロールを見直そう！～

11 月 27 日(水)・12 月 19 日(木)
時間：各回 19:30～21:30
●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
①2019 年 11 月 28 日(木) 19:00～21:00
②2020 年
2 月 13 日(木) 19:00～21:00
●会場 ：㈱ヨシダ九州支店
●定員 ：20 名
●受講料：開業医 8,000 円、勤務医・歯科衛生士・歯科技工士 5,000 円
●問合せ： ㈱ヨシダ九州支店 ℡092-715-1435 担当＝永池

2019 年 11 月 28 日(木) 17:00～19:00

●会場 ：㈱ジーシー九州営業所
●講師：下田 裕子 先生
●定員 ：30 名
（福津市：水上歯科クリニック歯科衛生士） ●受講料：GC 友の会会員 3,300 円、会員外 6,600 円（消費税込）
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286
UK セミナー in 福岡
2019 年 11 月 30 日(土) 14:00～19:30
エステティックダイレクトレジン
12 月 1 日(日) 10:00～16:30
ハンズオン アドバンスコース
●講師：松本 勝利 先生
●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール
（GLOBAL DENTAL SYSTEM 代表
●定員 ：16 名
／福島県開業）
●受講料：88,000 円（日曜昼食費・消費税込）
※日歯生涯研修認定セミナー
●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811
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。
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

●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業）

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
●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

福岡

開催地

熊本

モリタ友の会クリニカルチャー研修会
2019 ニューロマスキュラーデンティストリー入門
～顎位の偏位を理解するために～
●講師：高松 尚史 先生
（熊本市開業／国際顎頭蓋機能学会【ICCMO】
フェローシップ会員／ICCMO 日本部会副会長）
三好 優輝 先生
（熊本県宇城市開業／国際顎頭蓋機能学会
【ICCMO】フェローシップ会員）
佐々木 継泰 先生
（京都府京都市開業／国際顎頭蓋機能学会
【ICCMO】フェローシップ会員）
2019 後期 日本歯周病学会認定研修施設
東歯科医院 定例研修会

●内容：
『歯周炎の新しい分類とその治療について』
施設研修医による症例相談発表、
またはケースプレゼンテーション

2019 年 11 月 30 日(土) 13:00～17:30
12 月 1 日(日) 9:00～16:00

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室
●定員 ：8 名
●受講料：モリタ友の会会員 60,000 円、友の会スタッフ 63,000 円
一般 73,000 円（消費税別）
●問合せ：㈱モリタ大阪本社セミナー係 ℡0120-988-291

2019 年 11 月 30 日(土) 15:00～
●会場 ：UK デンタル熊本店 2F UK ホール
●受講料：東歯科医院研修医無料
東歯科医院研修医診療所勤務
歯科医師 2,500 円、歯科衛生士 1,500 円
研修医以外歯科医師 5,000 円、歯科衛生士 2,500 円
●問合せ：㈲東臨床歯周病研究所 ℡&Fax096-343-3357
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開催地

宮崎
（都城）

開催地

福岡

開催地

福岡

UK セミナー in 宮崎
Er.YAG Laser で快適な歯科治療を！
2019 年 12 月 1 日(日) 10:00～16:00
～Laser & Micro Hands on Traning～
●講師： 吉嶺 真一郎 先生
●会場 ：都城歯科医師会館
（鹿児島市開業
●定員 ：6 名（お申込先着順）
／日本レーザー歯学会会員専門医） ●受講料：21,600 円（昼食費・消費税込）
※日歯生涯研修認定セミナー！
●問合せ：㈱UK デンタル宮崎店 ℡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。
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～
●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

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～

2019 年 12 月 1 日(日) 9:00～16:30
●会場 ：電気ビル共創館 4F みらいホール（福岡市中央区）
●参加費：歯科医師事前 9,000 円、当日 10,000 円
歯科医師以外事前 4,000 円、当日 5,000 円
大学在籍歯科医師事前 3,000 円、当日 4,000 円
大学在 DH・DT・学生事前 2,000 円、当日 3,000 円
※事前申込期限 11 月 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
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

●会場 ：リファレンス博多駅東ビル
●定員 ：24 名
●講師：
●受講料：110,000 円（昼食費込・懇親会・茶話会費・消費税別）
岡村乃里恵先生／小坪義博先生／柴原由美子先生
※3 月末までお申込みの場合 10,000 円 OFF
中原三枝先生 ／下田裕子先生／山田真由美先生
別途実習用マネキン・顎模型代約 6 万円
水町幸恵先生
※第 1、2、3、4、5、6 回目は終了いたしました。 ●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

熊本

開催地

福岡

Enjoy！Everyday！
Happy Dental Hygienist Work！
DH 豊永久美先生による「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

2019 年 12 月 1 日(日) 9:30～13:30

●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

UK セミナー in 福岡
Provisional Restoration Course
～直接法プロビジョナルレストレーション
・作製テクニック～

2019 年 12 月 7 日(土) 10:00～17:00
12 月 8 日(日)
9:30～16:30

●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（お申込先着順）※残り座席わずか！
●受講料：120,000 円（実習器材費 40,000 円相当・昼食費・消費税込）
※プロビジョナルレストレーション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㈱・㈱トクヤマデンタル・㈱松風
●問合せ：㈱UK デンタル企画室 ℡096-377-2555

今回のセミナーでは、上顎前歯、小臼歯、大臼歯、下顎大臼歯のクラウンと 3 ユニットブリッジの直接法による作製と、マージン部の
リカンタリング（形態修正）を行い、即戦力となるテクニックを身につけていただくハンズオンセミナーです。
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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

●会場 ：㈱UK デンタル長崎店 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。
●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！

UK セミナー in 鹿児島
デジタルラボラトリーの未来と実践

2019 年 12 月 8 日(日) 10:00～13:00

●会場 ：㈱UK デンタル鹿児島店 3F UK ホール
●定員 ：15 名
●受講料：3,000 円（消費税込）
●問合せ：㈱UK デンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 担当＝川畑
急加速するデジタル技工に対応するために、本講演では、今 CAD/CAM が必要とされる理由、そしてデジタルラボラトリーの未来につ
いて講演いただきます。
●講師＝森 亮太 先生
（㈲セラモテックシステム代表取締役）
●協賛＝㈱ヨシダ

2019 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
●特別講師：大森 有樹 先生（大森歯科医院）
●コ・デンタルスタッフ特別講師：
安生 朝子 先生（藤橋歯科医院）
●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
NSK アカデミー 歯科医療の最前線へ
開業歯科医こそできる！
食支援につながる訪問歯科のすすめ
～最期まで患者さんを診るために～

2019 年 12 月 8 日(日) 9:30～16:50
●会場 ：エルガーラホール 7F
●受講料：事前申込会員 6,000 円、当日会員 8,000 円
事前申込非会員 9,000 円、当日非会員 11,000 円
事前申込コデンタル 3,000 円、当日コデンタル 5,000 円
※事前申込は弁当付き
●問合せ：松延歯科医院 ℡0930-22-1387

2019 年 12 月 8 日(日) 13:00～17:00

●会場 ：福岡リファレンスはかた近代ビル
●講師：寺本 浩平 先生
●定員 ：30 名
（寺本内科・歯科クリニック歯科院長）
●受講料：NSK アカデミー会員歯科医師 8,000 円、会員歯科衛生士 5,000 円
佐藤 和美 先生
一般歯科医師 9,000 円、一般歯科衛生士 6,000 円
（寺本内科・歯科クリニック常勤歯科衛生士）
●問合せ：㈱ナカニシ ℡03-5828-0070
Dental Staff Study Group“FOCUS！”2019！
6 回コース 歯科衛生士を楽しもう！

第 6 回：12 月 8 日(日)
※時間：各回 13:00～16:30

●会場 ：くまもと森都心プラザ A・B 会議室
●講師陣：
●定員 ：各回 45 名（歯科医師様は 8 名まで）
1 回目＝森口光成先生（M2 セラミックオフィス）
●受講料：DH&DT 早期割引全受講 30,000 円（2018 年 12 月末）
2 回目＝本田貴子先生（Merci&Merci）
全受講 36,000 円、単発受講 6,000 円
3 回目＝松永 久先生（松永歯科医院院長）
歯科医師 早期割引全受講 42,000 円（2018 年 12 月末）
4 回目＝牛島 隆先生（牛島歯科医院院長）
全受講 48,000 円、単発受講 8,000 円
5 回目＝東 克章先生（東歯科医院）
●問合せ：Merci&Merci Takako Dental Hygienist Office 本田貴子
6 回目＝川嵜俊明先生（川﨑歯科医院）
※第 1、2、3、4、5 回目は終了いたしました。
℡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

UK ナイターフェア in 熊本
UK & ヨシダ フェア

熊本

●協賛：㈱ヨシダ
今話題のヨシダの口腔内スキャナー「コエックス
i500」をはじめ、最新のユニットや 3D 機器、レー
ザー等一挙展示します。是非この機会に見て触れて
ご体感ください。

2019 年 12 月 12 日(木)、13 日(金)、14 日(土)
※時間＝木・金曜日とも 18:00～21:00、土曜日 14:00～20:00
●会場 ：㈱ヨシダ熊本営業所 2F ショールーム
●参加費：無料
●問合せ：UK デンタル熊本店 ℡096-377-2555
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㈱ヨシダ はじめてのマイクロスコープ
～さわってみよう～
●講師：天川 由美子 先生（東京都港区開業）
●内容：お一人様 1 台のマイクロスコープを
使用した実習セミナー
炭酸ガスレーザー導入・活用セミナー
『これから始まる炭酸ガスレーザー』
～炭酸ガスレーザーの有用性と活用方法～
●講師：櫻井 善明 先生
（日本顕微鏡歯科学会指導医）
林 智恵子 先生
（日本顕微鏡歯科学会認定歯科衛生士）
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～
●講師：櫻井 善明 先生
（日本顕微鏡歯科学会指導医）
林 智恵子 先生
（日本顕微鏡歯科学会認定歯科衛生士）

㈲東臨床歯周病研究所
歯周治療実践コース（5 回コース）
2020 年 前期

2019 年 12 月 15 日(日) 10:00～16:00
●会場 ：㈱ヨシダ九州支店 マイクロスコープ研修室
●定員 ：8 名
●受講料：20,000 円（昼食費・消費税込）
●問合せ： ㈱ヨシダ九州支店 ℡092-715-1435

2019 年 12 月 21 日(土) 17:00～19:00
●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 2,200 円、会員外 11,000 円（消費税込）
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286

2019 年 12 月 22 日(日) 10:00～16:00
●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 22,000 円、会員外 30,800 円
GC 友の会歯科衛生士会員 3,300 円、会員外 6,600 円
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286
第 1 回：1 月 18 日(土)・19 日(日)、第 2 回：2 月 29 日(土)・3 月 1 日(日)
第 3 回：3 月 28 日(日)・29 日(日)、第 4 回：4 月 11 日(土)・12 日(日)
第 5 回：5 月 23 日(土)・24 日(日)
※時間＝土曜日：15:00～20:00、日曜日：10:00～17:00

●講師：
●会場 ：栃原歯科研究室 5F（熊本市中央区下通）
東 克章 先生（日本歯周病学会指導医／熊本市開業）
●受講料：1 回（2 日間）歯科医師 100,000 円
栃原 秀紀 先生（日本歯周病学会指導医／熊本市開業）
※5 回合計（10 日間）500,000 円
林 康博 先生（日本歯周病学会指導医／菊池市開業）
※材料費・日曜日昼食費・消費税込
緒方 克哉 先生（日本歯周病学会認定医／熊本市開業）
●問合せ：㈲東臨床歯周病研究所 ℡&Fax096-343-3357
上田 幸子 先生（日本歯周病学会認定歯科衛生士）
DH スタディグループ Hygeia 第 21 回勉強会
Dr.小西弘晃の
歯科衛生士が予防を突き詰めると
治療だったのか！
●講師：小西 弘晃 先生
（神奈川歯科大学横浜研修センター
高度先進口腔医学講座矯正学分野非常勤講師）

GEAW System を用いた矯正治療
ゴムメタルによる不正咬合治療
～ベンディング実習を含むイントロセミナー～

●講師＝白数 明義 先生
（白数デンタルオフィス／岡山市開業）

開催地

AOG Basic Seminar 2020 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 2020

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）

2020 年 1 月 19 日(日) 10:00～15:00
●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール
●受講料：歯科衛生士 5,500 円、歯科医師 8,800 円（昼食付）
●お申込：Hygeia ホームーページにて

https://www.dental-hygeia.com

2020 年 2 月 2 日(日) 9:00～17:00

●会場 ：TKP 博多駅筑紫口ビジネスセンター
●定員 ：40 名
●受講料：33,000 円（消費税込）
●問合せ：㈱JM Ortho ℡03-5281-4711

2020 年 2 月 8 日(土)・9 日(日)
3 月 14 日(土)・15 日(日)
※時間＝土曜日 16:00～19:00、日曜日 9:30～16:00
●会場 ：熊本県歯科医師会館 3F 研修室（予定）
●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

Vol. 792-5 2019 年 11 月度 セミナー＆フェア案内

開催地

熊本

開催地

福岡

第 1 回：2 月 8 日(土)・9 日(日)、第 2 回：3 月 7 日(土)・8 日(日)
第 3 回：4 月 18 日(土)・19 日(日)、第 4 回：5 月 16 日(土)・17 日(日)
第 5 回：6 月 20 日(土)・21 日(日)、第 6 回：7 月 18 日(土)・19 日(日)
※時間：土曜日＝15:00～19:00、日曜日＝9:00～16:00
●講師陣：
●会場 ：栃原歯科 研修室（熊本市下通り 栃原ビル 3F）
栃原 秀紀 先生／林 康博 先生
●定員 ：12 名
永田 省藏 先生／東 克章 先生
●受講料：360,000 円（6 回合計）
松田 光正 先生／山口 英司 先生
再受講：1 回 10,000 円
総勢 16 名
●問合せ：新外レッツ歯科 山口英司先生 ℡096-360-3900
※詳細は KDM ホームページをご参照ください。
メールアドレス info＠lets-shika．com
http://kdm1982.jpn.org/member.html
●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
第 14 期 KDM Basic Seminer 2020
Master the basics
講師陣の貴重な「長期経過症例」から深く学べる

UK コース in 福岡
第 13 期 GDS 総義歯学 各論コース 2020
総義歯学を学ぶ！2day×6 回コース
GDS 6momth-Rebon
（補綴・咬合総合コース）

●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：2 月 8 日(土)・9 日(日)、第 2 回：2 月 29 日(土)・3 月 1 日(日)
第 3 回：3 月 21 日(土)・22 日(日)、第 4 回：4 月 18 日(土)・19 日(日)
第 5 回：5 月 23 日(土)・24 日(日)、第 6 回：6 月 20 日(土)・21 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
●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール
●定員 ：17 名様限定（お申込先着順）
●受講料：歯科医師様 660,000 円（消費税込）※分割支払い可
●オブザーバー受講料：1 回当り 27,500 円
（過去 2 年受講生様限定・座席数制限有）
●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ヶ月で修得して頂くという補綴・咬合総合コ
ースとなっております。
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第 44 回 北九州歯学研究会発表会
～中野充先生追悼講演～
「トラブル症例から学ぶ歯科臨床」
～その傾向と対策～
●開会の辞：上田秀朗先生
●中野充先生追悼講演：下川公一先生
●個人発表「挑戦 Part2」
：
中野宏俊先生／松延允資先生／樋口克彦先生
●「トラブル症例から学ぶ歯科臨床」
～その傾向と対策～
【咬合編】甲斐康晴先生
【ペリオ編】白石和仁先生
【インプラント編】榊恭範先生
●閉会の辞：木村英生先生

『川嵜塾』アドバンスコース 2020
拡大視野における MＩ治療を習得する
マイクロデンティスト・リアルデンティスト
育成講座 第 8 期

2020 年 2 月 9 日(日) 9:25～16:30

●会場 ：JR 九州ホール（JR 博多シティ 9F）
●受講料：
【2019 年 12 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

第 1 回：3 月 7 日(土)・8 日(日)、第 2 回：4 月 11 日(土)・12 日(日)
第３回：5 月 16 日(土)・17 日(日)、第 4 回：6 月 13 日(土)・14 日(日)
第５回：７月 11 日(土)・12 日(日)、第６回：８月 8 日(土)・9 日(日)
第 7 回：9 月 12 日(土)・13 日(日)、第 8 回：10 月 10 日(土)・11 日(日)
第 9 回：11 月 7 日(土)・8 日(日)
※時間＝土曜日 15:00～19:00、日曜日 9:00～16:00

●講師：川嵜 俊明 先生（熊本市開業）
●インストラクター：
●会場 ：川﨑歯科医院 研修室 3F（熊本市中央区安政町）
陶山 新吾 先生（久留米市開業）
●定員 ：12 名
河端 憲彦 先生（熊本市開業）
●受講料：新規 720,000 円、再受講 480,000 円
岩﨑 智幸 氏
スポット再受講各回 60,000 円（但し 2 回目は 80,000 円）
（カメラマン・熊本県上益城郡開業）
●問合せ：川嵜塾事務局（㈲マクロン内） ℡096-385-0811 担当＝荒木
※これまでの 8 回コースから 9 回コースへ拡大！
～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、第 2 回：診断・治療計画・患
者様へのプレゼンテーション、第 3 回：咬合診断、第 4 回：歯周形成外科、第 5 回：コンポジットレジン、第 6 回：エンド、第 7 回：
形成、第 8 回：審美修復・インプラント、第 9 回：講座のまとめ・ケースプレゼンテーション
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第 1 回：2020 年 3 月 21 日(土)・22 日(日)
第 2 回：5 月 16 日(土)・17 日(日)、第 3 回：７月 11 日(土)・12 日(日)
第 4 回：9 月 12 日(土)・13 日(日)、第 5 回：11 月 14 日(土)・15 日(日)
第 6 回：2021 年 3 月 13 日(土)・14 日(日)
第 7 回：5 月 22 日(土)・23 日(日)、第 8 回：７月 10 日(土)・11 日(日)
第 9 回：9 月 11 日(土)・12 日(日)、第 10 回：11 月 13 日(土)・14 日(日)
※時間＝土曜日 10:00～17:00、日曜日 9:00～16:00

開催地

臨床歯科技工学ポストグラジュエートコース 5 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～

久留米

●会場 ：㈱UK デンタル久留米店 3F UK ホール
●定員 ：12 名
●講師：佐藤 幸司 先生
●受講料：55,000 円×10 回（消費税込）※分割可・材料費は別途
（佐藤補綴研究室代表／明倫大学臨床教授）
●問合せ：ハーモニー・デンタル平塚
℡090-8831-0429／Fax 0942-22-8170

開催地

第 35 回日本審美歯科協会記念講演会
～アジアから美の発信～

福岡

●基調講演：河原 英雄 先生／下川 公一 先生
増田 純一 先生／石川 知弘 先生
川崎 律子 先生
●マイクロデンティストリー、デジタルデンティス
トリー、再生療法、審美修復 各セッション
●歯科衛生士セッション、ポスターセッション、
テーブルクリニック、会員講演 併催

開催地

片岡道場 第 9 期生（久留米コース）
2020 年・2021 年 10 回コース

2020 年 3 月 28 日(土)・29 日(日)

●会場 ：九州大学医学部百年講堂 1F
●受講料：日本審美歯科協会会員無料
【事前登録】非会員歯科医師 15,000 円、DH/DA/DT6,000 円
【当日】非会員歯科医師 18,000 円、DH/DA/DT8,000 円
●問合せ：第 35 回日本審美歯科協会講演会運営事務局
㈱エス・ティー・ワールドコンベンション事業部内
℡092-288-7577 Fax092-738-3791

E-mail : jsad35@stworld.jp

第 1 回：2020 年 4 月 11 日(土)・12 日(日)
第 2 回：6 月 6 日(土)・7 日(日)、第 3 回：8 月 1 日(土)・2 日(日)
第 4 回：10 月 24 日(土)・25 日(日)、第 5 回：12 月 5 日(土)・6 日(日)
第 6 回：2021 年 4 月 10 日(土)・11 日(日)
第 7 回：6 月 5 日(土)・6 日(日)、第 8 回：8 月 7 日(土)・8 日(日)
第 9 回：10 月 30 日(土)・31 日(日)、第 10 回：12 月 4 日(土)・5 日(日)
時間：土曜日 10:00～17:00、日曜日 9:00～16:00

久留米

●会場 ：㈱UK デンタル久留米店 3F UK ホール
●定員 ：12 名（先着順）
●講師：片岡 繁夫 先生
●受講料：1 回 55,000 円×10 回（消費税込）※模型費等別途
（大阪セラミックトレーニングセンター所長）
●問合せ：ハーモニー・デンタル平塚
℡090-8831-0429／Fax 0942-22-8170

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 26 期 KＩRG コース 2020

第 1 回：4 月 18 日(土)・19 日(日)、第 2 回：5 月 23 日(土)・24 日(日)
第 3 回：6 月 20 日(土)・21 日(日)、第 4 回：7 月 18 日(土)・19 日(日)
第 5 回：8 月 22 日(土)・23 日(日)、第 6 回：9 月 12 日(土)・13 日(日)
第 7 回：10 月 10 日(土)・11 日(日)、第 8 回：11 月 14 日(土)・15 日(日)
※時間：各回とも土曜日 9:00～17:00、日曜日 9:00～16:00

●九州インプラント研究会会長：伊東 隆利 先生
●日本口腔インプラント学会指定研修施設講師陣
●招待特別講師陣
●主催：九州インプラント研究会（KＩRG）

●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

熊本

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

熊本

開催地

熊本

開催地

福岡

●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
●会場 ：インプラントセンター・九州 研修室（熊本市中央区）
／デンタルコンセプト 21 最高顧問） ●定員 ：16 名
●ゲスト講師：古谷野 潔 先生
●受講料：600,000 円（100,000 円×6 回）
（九州大学大学院歯学研究院 口腔機能修復学
（材料費・昼食費・消費税込）
講座インプラント・義歯補綴学分野教授） ●問合せ：インプラントセンター・九州
永田 省藏 先生
℡096-319-1010／Fax096-319-1011
（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）
第 1 回＝「歯周治療とインプラント治療」
、第 2 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 3 回
＝「欠損歯列の診断とインプラント治療計画」
、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。
UK コース in 熊本
2020 第 13 期 歯牙移動セミナー
～歯列矯正 Basic Course～

Stage1：5 月 16 日(土)・17 日(日)、Stage2：6 月 27 日(土)・28 日(日)
Stage3：7 月 18 日(土)・19 日(日)、Stage4：8 月 29 日(土)・30 日(日)
※時間： 土曜日＝15:30～19:30、日曜日＝ 9:30～16:30
●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 2F UK ホール
●講師：犬童 寛治 先生
※但し、Stage1 初日（土曜日）のみ写真撮影実習につき、
（熊本市／八代市／矯正専門開業）
㈱ヨシダ熊本営業所にて開催。
（スタッフ同伴参加可）
田中 勝寛 先生（大川市矯正専門開業） ●定員 ：10 名（申込先着順）
久永 豊 先生（矯正専門医）
●受講料：4 回合計 396,000 円（実習器材代込・消費税込） ※分割支払い可
※日歯生涯研修認定セミナー！
※矯正に必要なインスツルメント等は別途必要です。
●問合せ：㈱UK デンタル企画室 ℡096-377-2555
本セミナーでは、診断および歯牙移動のリスク、また矯正技工操作（シミュレーション SET UP 模型製作、インダイレクトボンディン
グシステムなど）による治療目標の明確化はもとより、国内で初めて実習用マネキンとタイポドントオリジナル咬合器（実際に歯牙を動
かす実習）を併用し、臨床に則した環境で歯牙移動を体験しながら学べるような内容です.。加えて、矯正用ミニ・スクリューインプラ
ントアンカー等を用い、歯牙移動をより効果的に動かせる実践的なセミナーになっております。また、アフターフォローとしてセミナー
受講生で構成する矯正勉強会への参加や Remote Operate System（遠隔操作）による個別指導も行っております。
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！」

福岡

2020 年 5 月 17 日(日) 10:00～16:30

●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール
●講師：塚本 高久 先生
●定員 ：18 名
（国際歯周内科学研究会インストラクター）
●受講料：44,000 円、追加 1 名 22,000 円、再受講 16,500 円（消費税込）
※日歯生涯研修認定セミナー！
●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811

Fukuoka Clinical Dental Course 2020
開催地

第 1 回：4 月 25 日(土)・26 日(日)、第 2 回：5 月 23 日(土)・24 日(日)
第 3 回：6 月 20 日(土)・21 日(日)、第 4 回：7 月 18 日(土)・19 日(日)
第 5 回：8 月 22 日(土)・23 日(日)、第 6 回：9 月 26 日(土)・27 日(日)
※時間：各回とも土曜日 10:00～18:00、日曜日 9:00～16:00

第 25 期 インプラントの実践コース 2020
インプラントセンター・九州 主催

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 27 日(土)・28 日(日)＝総論・資料採得
第 2 回：7 月 25 日(土)・26 日(日)＝診断・治療計画 ※DT 参加可
第 3 回：8 月 22 日(土)・23 日(日)＝初期治療（咬合と炎症）※DT・DH 参加可
第 4 回：9 月 26 日(土)・27 日(日)＝歯周外科
第 5 回：10 月 24 日(土)・25 日(日)＝成人矯正 ※矯正医参加可
第 6 回：11 月 28 日(土)・29 日(日)＝インプラント
第 7 回：12 月 26 日(土)・27 日(日)＝補綴 1
第 8 回：2021 年 1 月 23 日(土)・24 日(日)＝補綴 2
第 9 回：2 月 27 日(土)・28 日(日)＝審美修復 ※DT 参加可
第 10 回：3 月 27 日(土)・28 日(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

●講師：藤本 博 先生（熊本県荒尾市開業）
●会場 ：デンツプライシロナ㈱福岡支店
徳田 将典 先生（福岡県春日市開業）
●定員 ：16 名
●申込金：110,000 円（税込）
●サブインストラクター：
●受講料：一括 1,100,000 円、分割 110,000 円×10 回（総額 1,210,000 円）
江川光治先生／佐伯剛先生／國﨑貴裕先生
●問合せ：FCDC 事務局（ふじもと歯科医院内）
●ゲストスピーカー：木原敏裕先生
E-Mail：fcdc@fujimoto-dental.jp 申込 Fax0968-68-3859
冨永宗嗣先生／飯田啓介先生／木原崇博先生
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。

発行：株式会社 UK デンタル
熊本・鹿児島・久留米・福岡・長崎・宮崎・大分
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