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『 プリニアスマイル 』 
＜ ジーシー ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者参考価格＝1台9,500円（税別） 

プリニアスマイルで、歯磨きに革命を！ 
 

今回ご紹介させていただく商品は、㈱ジーシーより発売されております音波歯ブラシ

『プリニアスマイル』です。プリニアスマイルは従来のプリニアと比べてパワフルなモー

ドが追加されました。また、他社の音波歯ブラシと比較しても非常に軽量で専用のブラシ

もワンタフトブラシがあるなど矯正歯科の医院様にも魅力の高い製品となっております。

初めて導入される医院様も安心できるようジーシーの衛生士によるデリバリーセミナー

も可能になっており、使用方法や患者様への販売の仕方まで教えてもらえます。 

また導入いただいております先生からは、「他社の製品より軽くて使いやすい為高齢の

方でも磨けるし、替えブラシも音波歯ブラシの中では安いので患者様の経済負担も少なく

て済む。」とのお言葉を頂いております。12月31日までバリューボックスキャンペーン

中ですので、詳細につきましては弊社営業担当者までお尋ねください。 
 

熊本店 営業二課 竹田 憲生 

カタナクリーナー 

／クラレノリタケデンタル 

＜歯科セラミックス用接着材料＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラレノリタケデンタルから発売された

“カタナクリーナー”は、接着前の清掃に

補綴装置のみならず、支台歯に対しても幅

広く使用できるMDPを活用したクリーナ

ーです。MDP と塩基性のアミンとの中和

反応により形成されるMDP塩の界面活性

作用により、血液や唾液による汚染を高い

清掃効果で清掃し、併用する接着材料の接

着性を向上します。 

 

【特徴】 

●弱酸性（PH4～5）なので安全性に優れ、

口腔内外でも使用が可能です。 

●試適後の補綴物内面の清掃や、窩洞また

は根管形成後、支台歯形成後の処理に用

いることができます。 

●歯質、セラミックス・コンポジットレジ

ン・歯科用ポスト・歯科用金属などの補

綴装置など口腔内外で使用が可能です。 

●ワンタッチで開閉できる容器を採用し

ています。 

 

標準価格＝1本（4ml入）   4,200円 

ジェットブラスト100／モリタ 

＜ペンシルブラスター＞ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDライトにより明るく、またワイドな室

内で作業効率を向上させた技工用ペンシ

ルブラスター“ジェットブラスト 100”

がモリタから発売されました。約4500lx

（昼光色）の明るさの LED ライトを採用

し、大きな窓で視認性がより向上しまし

た。また、メンテナンス性を考慮したシン

プル設計で、クリーンな作業環境を実現し

ます。 

 

【特徴】 

●様々な補綴物を考慮し、ペンシル先端ノ

ズル先端部は、研磨材の噴射効率を考慮

した内径Φ1.4mm（アルミナ製）と、

インレーやクラウン内面への噴射を考

慮した内径Φ0.8mm（超硬合金製）の

2種類を準備。 

●マグネット式のペンシルホルダーを採

用し、ホルダー位置は自由に変更可能。 

●本体側面から研磨材の残量が確認でき

ます。 

●関連商品のスウィーパーハッチ（据え置

き型集塵機）やサイクロンシャトル（分

離回収器）との組み合わせことでクリー

ンな環境で作業が行えます。 

 

標準価格＝本体一式 199,000円 

オプトラグロス 

／イボクラールビバデント 

＜ユニバーサル研磨システム＞ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イボクラールから発売された“オプトラフ

ロス”は、効率と美しさを追求したジルコ

ニア・オールセラミックス・CR 兼用のダ

イヤモンドポリッシャーです。コントラ用

のオプトラグロスは、ペーストは不要で、

１つの研磨システムで様々な材料を効率的

に研磨します。 

 

【特徴】 

●効率的に修復物を滑沢にし、高い光沢を

わずか２種類の研磨性（PP プレポリシ

ャー／HP ハイポリシャー）で得られま

す。 

●高密度のミクロダイヤモンド粒子が最大

70%wt 含有していることで、優れた研

磨結果を得られます。 

●CRの場合は1ステップで、また、ジル

コニアやオールセラミックスの場合は 2

ステップで、短時間で高い光沢感と滑ら

かさを得られます。 

●形状は、PPプレポリッシャー（粗研磨）

がフレーム・カップ・ディスクの3形状、

HP ハイポリッシャーがフレーム・カッ

プ・ディスク・スパイラルホイールの４

形状をランナップ。 

 

標準価格＝アソートメント 

セット（14本入）13,900円 

CRプロモパック（8本入）  6,900円

プロモパック（7本入）    6,900円 
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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 

●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 

九州 

圏内 

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 

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 

3月4日(水)：佐伯会場・玉名会場・霧島会場 

3月5日(木)：中津会場・熊本会場・鹿児島会場 

3月11日(水)：天神会場・長崎会場・八幡会場 

3月12日(木)：博多会場・佐賀会場・香椎会場 

3月25日(水)：宮崎会場・佐賀会場・大分会場 

3月26日(木)：宮崎会場・長崎会場・別府会場 

 

※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。 

 

開催地 

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 

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（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。 

 

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 ※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。 

 

開催地 
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 

鹿児島 

●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 

●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。 
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開催地 
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 
2019年 12月8日(日) 9:30～16:50 

福岡 

●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 

●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 

 

開催地 

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) 13:00～17:00 

福岡 

●講師：寺本 浩平 先生 

（寺本内科・歯科クリニック歯科院長） 

  佐藤 和美 先生 

 （寺本内科・歯科クリニック常勤歯科衛生士） 

●会場 ：福岡リファレンスはかた近代ビル 

●定員 ：30名 

●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 

一般歯科医師9,000円、一般歯科衛生士6,000円 

●問合せ：㈱ナカニシ ℡03-5828-0070 

 

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、3、4、5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 

モリタ友の会クリニカルチャー研修会 

マイクロスコープで激変！ 

歯内療法の成功率をアップするセミナー 

＜ベーシックコース＞ 

2019年 12月 8日(日) 10:00～17:00 

福岡 

●講師：辻本 恭久 先生 

  （日本大学松戸歯学部先端歯科治療学講座教授

／日本顕微鏡歯科学会前会長） 

●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50,000円、会員スタッフ53,000円 

未入会63,000円（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 
UKナイターフェア in 熊本 

UK & ヨシダ フェア 

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 

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。 

●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 

 

開催地 
㈱ヨシダ はじめてのマイクロスコープ 

～さわってみよう～ 
2019年 12月15日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●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 

●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 
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開催地 日本臨床歯科CADCAM学会 九州支部例会 2019年 12月15日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●講師：植田 愛彦 先生／川上 伸大 先生 

川口 孝 先生／高橋 敬二 先生 

辻 展弘 先生 

●会場 ：電気ビル共創館カンファレンス小会議室D（3F） 

●定員 ：25名 

●受講料：会員DR5,000円、勤務DT・DH・DA3,000円 

     非会員DR10,000円、非会員DT・DH・DA5,000円 

     ※12月6日までお申込みの方は弁当付き 

●問合せ：日本臨床歯科CADCAM学会九州支部 辻展弘先生 

     E-Mail：tsujidentnb@gmail.com   FAX0942-43-1327 

 

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 

※第1、2、3、4、5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 

㈱ヨシダ  

すぐに日常臨床でお使いいただくための 

レーザーハンズオンセミナー 

2019年 12月15日(日) 10:00～13:00 

熊本 ●講師：岡田 修二 先生（大阪市北区開業） 

●会場 ：㈱ヨシダ熊本営業所 

●定員 ：8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 

 

開催地 
Pleasant evening with Dentsply Sirona 

Implant イブニングセミナー福岡2019 
2019年 12月19日(木) 19:30～21:30 

福岡 ●講師陣：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 

 

開催地 

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～ 

2019年 12月21日(土) 17:00～19:00 

福岡 

●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） 

●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 

 

開催地 

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 12月22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） 

 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 
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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、2、3、4、5、6、7 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 

㈲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 

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 

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／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 

長崎PＩO国際歯科センター主催 

第10期 Nagasaki Endo 塾 

Basic-Advance 3D Endo Master Course 

第1回：1月18日(土)・19日(日)、第２回：２月15日(土)・16日(日) 

第3回：3月14日(土)・15日(日)、第4回：4月12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 

          ／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 ：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 

 

開催地 

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！ 

2020年 1月19日(日) 10:00～15:00 

福岡 

●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） 

●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 

 

開催地 
MＩD-G九州支部会 

～MＩD-Gをもっと身近に～ 
2020年 1月25日(土) 19:00～澤瀬隆教授、20:00～荒井昌海先生 

福岡 

●講師：澤瀬 隆 教授（長崎大学歯学部） 

●演題：「インプラントシステムの違いが 

臨床に与える影響」 

●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） 

●演題：「歯科医院における包括的なデジタル 

デンティストリーとデンタルマネジメント」 

●会場 ：京セラ㈱（博多プライムイースト7F） 

●定員 ：各回20名 

●受講料：各回MＩD-G会員または勤務医5,000円（消費税別） 

各回MＩD-G非会員10,000円（消費税別） 

●問合せ：MＩD-G事務局 ℡03-6710-4183 

      E-Mail：mid@midg.jp  ホームページ www.midg.jp/ 
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開催地 
㈱ヨシダ はじめてのマイクロスコープ 

～エンド入門編・実習セミナー～ 
2020年 1月26日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●講師：石井 信之 先生 

（神奈川歯科大学口腔治療学講座 

歯内療法学分野教授） 

●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 

●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：25,000円（昼食費・消費税込） 

●問合せ： ㈱ヨシダ九州支店 ℡092-715-1435 

 

開催地 

オールハンドで行う“Teeth coco” 

デンタルエステ 

五感を癒すONEDAYコース in 熊本 

2020年 1月26日(日) 10:00～16:00 

熊本 

●講師：米田 美和 先生 

（歯科衛生士／デンタルエステシャン） 

●内容：・ティースクリーニング 

・歯肉マッサージ 

・リップエステ 

●会場 ：イッコウ歯科医院（熊本県上益城郡嘉島町上島2187-11） 

●定員 ：4名 

●受講料：38,000円（昼食費・消費税込）、再受講1,000円（消費税込） 

●問合せ：イッコウ歯科医院 ℡096-234-7215 

 

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1日(土)・2日(日)、第2回：3月7日(土)・8日(日) 

第3回：4月4日(土)・5日(日)、第４回：４月25日(土)・26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 

●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  

第1回：イントロダクション、機能咬合論の概念、第2回：機能咬合治療に必要な診査・診断（講義＋実習）、機能咬合論に基づいた治

療ゴール、機能咬合論に基づいた歯科医療（臨床例）、第3回：機能咬合論に基づいた歯科医療における治療手順、統合された医療常識

に基づいた環境因子に対する対処法、第1段階の治療（基本治療）、第4回：第2段階の治療（確定的外科治療）の概略、第3段階の

治療（修復治療）、第4段階の治療（メンテナンス治療）、口腔医として私たちが目指すもの 

 

開催地 

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～ 

2020年 2月2日(日) 9:00～17:00 

福岡 
●講師＝白数 明義 先生 

    （白数デンタルオフィス／岡山市開業）  

●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 

 

開催地 

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） 

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 

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 ：17名様限定（お申込先着順）※残り座席数わずか！ 

●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。 

 

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 

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 

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（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 
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開催地 

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 

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 

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 ：12名 

●受講料：360,000円（6回合計） 

     再受講：1回10,000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 
 

開催地 

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～ 

2020年 2月 9日(日) 9:25～16:30 

福岡 

●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 

●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  

 

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～ 
2020年 2月 9日(日) 10:00～16:00 

福岡 

●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㈱） 

●後援：ライオン歯科材㈱ 

●会場 ：JR博多シティ 10F 小会議室E+F（博多駅博多口駅ビル） 

●定員 ：10名 

●受講料：16,500円（消費税込） 

     ※事前お振込みの場合13,200円  

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

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

開催地 

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～ 

2020年 2月13日(木) 19:00～21:00 

福岡 

●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） 

●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 

 

開催地 
バイオブロック療法講演会 in 熊本 

～成長発育期におけるバイオブロック療法の誘い～ 
2020年 2月23日(日／祝) 9:00～15:00 

熊本 

●講師：末竹 和彦 先生 

（長崎バイオブロックセミナー主宰 

／バイオブロック・オーソトロピクス 

フルレジストレーション取得） 

    塚本 浩樹 先生 

（つかもと歯科・小児歯科医院院長） 

●会場 ：熊本県歯科医師会館 4F 大ホール 

●定員 ：20名 

●受講料：歯科医師10,000円、歯科医師以外5,000円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：うとデンタルクリニック 申込みFax 096-326-7221 

          E-Mail：utodc2011@yahoo.co.jp 

 

開催地 
モリタ友の会クリニカルチャー講演会 

歯科用CAD/CAMと審美修復の実際 
2020年 2月 23日(日／祝) 13:00～16:00 

鹿児島 
●講師：山﨑 治 先生 

     （原宿デンタルオフィス勤務） 

●会場 ：オロシティーホール 第4会議室（鹿児島市卸本町） 

●定員 ：40名 

●受講料：モリタ友の会会員8,800円、会員スタッフ12,100円 

未入会23,100円（消費税込） 

●問合せ：㈱モリタ鹿児島営業所セミナー係 ℡099-251-1778 
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開催地 

『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 

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 

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720,000円、再受講480,000円 

     スポット再受講各回60,000円（但し2回目は80,000円） 

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

～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 
 

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～ 

第1回：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 

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） 

●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 
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～ 
2020年 3月28日(土)・29日(日) 

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 

●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 

 

開催地 
日本口腔インプラント学会認定講習会2020 

第7期受講生募集 

第1回：4月4日(土)・5日(日)、第2回：5月16日(土)・17日(日) 

第3回：6月6日(土)・7日(日)、第4回：7月4日(土)・5日(日) 

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

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

※時間＝各回土曜日14:00～18:30、日曜日9:00～17:00 

但し、第1回・第8回土曜日は10:00～18:30 

福岡 

●講師：福岡口腔インプラント研修会講師陣 

●主催：福岡口腔インプラント研究会 

   （日本口腔インプラント学会臨床系認定施設） 

    施設長 大森 桂二 先生 

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600,000円（消費税別）、別途材料費70,000円（税別） 

●問合せ：福岡口腔インプラント研究会事務局 担当＝冨岡様 

℡092-846-4066／申込みFax092-852-3423 

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

開催地 

日本口腔インプラント学会 

インプラント専門歯科衛生士取得のための 

インプンラント歯科衛生士セミナー2日間コース 

第1回：4月5日(日)、第2回：6月7日(日) 

時間＝各回9:30～16:50 

福岡 

●講師陣： 

 矢野尚一先生／松井孝道先生／山本勝己先生 

長島義之先生／清野政孝先生／谷口祐介先生 

篠崎陽介先生／林秀樹先生／川上伸大先生 

白石亮平先生／常岡由美子先生／関真理子先生 

髙山麻衣先生 

●主催：公社）日本口腔インプラント学会認定施設 

    一社）福岡口腔インプラント研究会 

●会場 ：福岡SRPセンタービル2F 研修室1（福岡市早良区） 

●定員 ：30名 

●受講料：全2回27,000円（昼食費・材料費込・消費税別途） 

●問合せ：福岡口腔インプラント研究会事務局 担当＝冨岡様 

℡092-846-4066／申込みFax092-852-3423 

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

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 
●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）  

●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 鹿児島 

3Doctors Collaboration Seminar  

ペリオ・エンドを熱く語ろう！ 

インプラント0（ゼロ）を目指して！ 

2020年 4月12日(日) 10:00～16:00 

鹿児島 

●講師：船登 彰芳 先生 

（石川県金沢市開業／5D-Japan） 

福西 一浩 先生 

（大阪府大阪市開業／5D-Japan） 

白石 和仁 先生 

（北九州市開業 

／白石歯科歯周再生クリニック院長） 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：宝山ホール 会議室3（鹿児島県文化センター） 

●定員 ：80名様（お申込先着順） 

●受講料：歯科医師様15,000円 

コ・デンタルスタッフ様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＝川畑 

【演題】●船登彰芳先生「歯周治療の現状と未来」 ●福西一浩先生「歯の保存を極める～Happy endoになるために～ 

●白石和人先生「Callenging periodontal regenerative therapy for severe case」 

ペリオとエンドの立場から“歯の保存”にフォーカスを当てて、熱く語っていただくコラボレーションセミナーです。 

 

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 

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 

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 

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：古谷野 潔 先生 

  （九州大学大学院歯学研究院 口腔機能修復学 

講座インプラント・義歯補綴学分野教授） 

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） 

●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＝「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。 
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開催地 

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  

熊本 

●講師：犬童 寛治 先生 

     （熊本市／八代市／矯正専門開業）  

    田中 勝寛 先生（大川市矯正専門開業） 

    久永 豊 先生（矯正専門医） 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：㈱UKデンタル熊本店 2F UKホール 

     ※但し、Stage1初日（土曜日）のみ写真撮影実習につき、 

           ㈱ヨシダ熊本営業所にて開催。（スタッフ同伴参加可） 

●定員 ：10名（申込先着順） 

●受講料：4回合計396,000円（実習器材代込・消費税込） ※分割支払い可 

     ※矯正に必要なインスツルメント等は別途必要です。 

●問合せ：㈱UKデンタル企画室 ℡096-377-2555 

本セミナーでは、診断および歯牙移動のリスク、また矯正技工操作（シミュレーションSET UP模型製作、インダイレクトボンディン

グシステムなど）による治療目標の明確化はもとより、国内で初めて実習用マネキンとタイポドントオリジナル咬合器（実際に歯牙を動

かす実習）を併用し、臨床に則した環境で歯牙移動を体験しながら学べるような内容です.。加えて、矯正用ミニ・スクリューインプラ

ントアンカー等を用い、歯牙移動をより効果的に動かせる実践的なセミナーになっております。また、アフターフォローとしてセミナー

受講生で構成する矯正勉強会への参加やRemote Operate System（遠隔操作）による個別指導も行っております。 

 

開催地 

UKセミナー in 福岡 

一般社団法人 国際歯周内科学研究会 認定セミナー 

ツカモトセミナー「位相差顕微鏡を活用しよう！」 

2020年 5月17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：44,000円、追加1名22,000円、再受講16,500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 
臨床ステップアップセミナー 

第5期 1days×10回コース 

第1回：6月14日(日)、第2回：7月12日(日)、第3回：8月9日(日) 

第4回：9月12日(日)、第5回：10月11日(日)、第６回：11月８日(日) 

第７回：12月13日(日)、第8回：2021年1月10日(日) 

第9回：2月14日(日)、第１０回：3月14日(日) 

※時間＝各回9:00～16:00 

熊本 

●講師：松永 久 先生（松永歯科医院院長） 

    稲留 裕士 先生 

   （にしき歯科医院院長／ 

       サンホワイトデンタルケアクリニック院長） 

●会場 ：未定（熊本市内） 

●定員 ：12名 

●受講料：1回当たり35,000円、10回合計350,000円（昼食費･消費税別） 

     ※分割支払い可 

●問合せ：臨床ステップアップセミナー事務局（UKデンタル内 担当＝西） 

              ℡096-377-2555 

将来に向けた診療体系づくりをするための1Day×10回コースです。保険治療から自費治療まで幅広くカバーできるように、多くの実

習をとり入れながら、懇切丁寧にサポートする10回コースです。 

 

開催地 

Fukuoka Clinical Dental Course 2020 

 

 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 

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：110,000円（税込） 

●受講料：一括1,100,000円、分割110,000円×10回（総額1,210,000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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