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『 V4システム 』 
＜ デンツプライシロナ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンペーン価格（3月31日迄）＝ 

    スターターパック   60,000円 

アップグレードパック 49,000円 

 

複雑窩洞を単純窩洞へ！ 
 

今回ご紹介させて頂きます商品は、デンツプライシロナ㈱より発売されております２級

窩洞修復マトリックス『Ｖ４システム』 です。 

歯科用パラジウム合金の高騰が著しい中、２級窩洞修復をコンポジットレジン修復に変

更される医院様も多くなっているかと思います。そこで、「V4システム」を使用すれば２

級窩洞修復で難しい隣接面の修復を簡便に確実、またシステマチックに充填する事が可能

です。 

現在、ご使用いただいている医院様からは、「コンタクト部分の修復が簡単になった。」

「窩洞の深いケースでもCR充填出来るようになった。」「金パラの消費量が減った。」など

のお声を頂いております。現在、キャンペーンも行われておりますので詳細につきまして

は弊社営業担当までお問い合わせください。 

 

熊本店 営業一課 梅田 博文 

コメット エンドトレーサー 

／モモセ歯科商会 

＜根管上部処置用カーバイトバーCA＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モモセ歯科商会から発売された“コメット

エンドトレーサー”は、全長 31mm と

34mmの2種類の長いシャンクのラウン

ドバーで、先端のラウンドの直径も

0.4mm～1.4mm までの 6 タイプをライ

ンナップし、マイクロスコープ下での根管

上部の処置に適したカーバイトバーです。 

 

【特徴】 

●低侵襲な歯内療法のコンセプトに合致

する最小0.4mmの作業径作業部のサイ

ズに応じて、根管内の明示やイスムスの

処置、髄腔内軟化象牙質の除去などを行

えます。 

●極細でしかも長いネックにより髄腔開

拡時に視野妨げません。 

●全長34mmはマイクロスコープ下での

処置や歯冠長の長い歯の治療に特に適

しています。 

●極小サイズのブレードに正確な刃付け

を施してあるため、切削効率が高く、エ

ンド用コードレスエンジンにて無注水

での使用も可能です。 

 

標準価格＝セット（10本＋バースタンド） 

20,000円 

単品（5本入）31mm 4,900円 

単品（5本入）34mm 5,850円 

キアーラBF／アグサジャパン 

＜保護メガネ＋ルーペ＞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アグサジャパンから発売された“キアーラ

BF”は、二重焦点（バイフォーカル）レン

ズ採用の遠近両用アイウェアです。歪がな

く遠くと近くをはっきり見わけたい方に

便利なルーペタイプの保護メガネです。 

 

【特徴】 

●キズがつきにくく、衝撃に強いポリカー

ボネート製のレンズを採用。 

●度なしのクリアーレンズの下部に、度入

り拡大レンズが一体化した遠近両用タ

イプです。 

●1.6倍の度入りレンズでくっきり良く見

えます。 

●くもり止め加工が施してあり、長時間の

着用も可能です。 

●眼球への粘膜感染を防止するアイプロ

テクターとしても有効です。 

●本体サイズは、テンプルを広げた状態で

W142×D160×H41mm。 

●色調は、青、赤、透明の3色をラインナ

ップ。ファブリックケース入りで、レン

ズ拭き用のマイクロファイバークロス

を同梱。 

 

標準価格＝一式 2,300円 

ナチュレSPゲルクリームPLUS 

／サンデンタル 

＜保湿クリーム・水溶性ゲルタイプ＞ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンデンタルから発売された“ナチュレSP

ゲルクリーム PLUS”は、潤いを逃がさな

い濃密処方で、溶け込むように肌に馴染むオ

ールインワン保湿クリームです。温泉水と保

湿力の高い５種類（ダイズエキス、酵母エキ

ス、セイヨウナシエキス、メドウフォーム油、

豆乳発酵液）の天然由来成分、他１５種類の

美容成分を配合し、ししっとりした潤いを与

え、キープします。 

 

【特徴】 

●５つのフリー（鉱物油フリー・界面活性剤

フリー・アルコールフリー・香料フリー・

シリコンフリー）により、デリケートな敏

感肌にも安心して使用できるクリームで

す。 

●数ある温泉水から「美肌の湯」と知られる

湯原温泉水を厳選配合。湯原温泉水は「低

張性アルカリ性単純泉」で肌へのなじみが

良いのが特徴です。天然保湿成分のメタケ

イ酸も含まれキメを整えるつるつる美肌

に導きます。 

●角質層まで浸透し保護する「浸透保湿」成

分と肌表面で水分の蒸発を守る「バリア保

湿」の成分がおやすみ中のお肌にじっくり

と働きかけ、潤いを与えます。 

 

標準価格＝150g入 2,800円 
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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） 

※第1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 

●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 

『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 

継続させよう！ 

メインテナンス・SPT・リコールセミナー 

～長期的に通院して頂くために大切なこと～ 

2020年 3月 8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㈱） 

●後援：ライオン歯科材㈱ 

●会場 ：熊本市民会館（シアーズホーム夢ホール） 2F 第4会議室 

●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 

0歳からの健口長寿研究会 

健口教育指導士 認定希望者受講必須 

公衆衛生プレゼンセミナー 

2020年 3月 8日(日) 10:00～17:00 

福岡 

●講師：北折 一 先生 

（元NHK科学・環境番組部専門ディレクター） 

西依 亜矢 先生 

（歯科衛生士・0歳からの健口長寿研究会理事） 

●会場 ：リファレンス博多近代ビル 103会議室 

●受講料：会員＝Dr8,800円、DH5,500円 

一般＝Dr14,300円、DH8,800円 

●問合せ：0歳からの健口長寿研究会事務局・㈱Dental Hygeia 

℡092-710-1411  E-mail：zeroken@dental-hygeia.com 

 

【新型コロナウイルス感染拡大の影響につきまして】 
 

この度の新型コロナウイルスにおける感染拡大の影響に伴いまして、当社主催セミナー、ならびに主催展示会につきましては、ご参加いただきま

す皆様の健康と安全面を第一に考慮いたし、3月一杯は中止または延期とさせていただくことと決定いたしました。ご参加予定の皆様方には大変

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力の程お願い申し上げます。 
尚、当社主催以外の掲載セミナーにつきましても、中止や延期の可能性もございますことをご承知の程お願い申し上げます。 



Vol. 808-2 2020年 3月度 セミナー＆フェア案内 

 

 

 
 

 

 
 
 

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） 

※第1、2回目は終了いたしました。 

●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 
モリタ 

CAD/CAM体験会 

2020年 3月16日(月) 14:00～20:00＝モリタ福岡会場 

3月18日(水) 14:00～20:00＝モリタ熊本会場 

福岡 

・ 

熊本 

●話題の新製品「MD-500」を始めとした、最新

のカタナシステム、口腔内スキャナーなど、

CAD/CAM製品全般をご体感いただける体験会

です。 

●会場 ：福岡会場＝㈱モリタ福岡支店 2F会議室 

     熊本会場＝㈱モリタ熊本営業所 

●参加費：無料 

●問合せ：㈱モリタ福岡支店 ℡092-611-7011 

     ㈱モリタ熊本営業所 ℡096-360-4311 
 

開催地 

支台歯形成&オーラルスキャニング 

ベーシックコース2020 

～これから光学印象新時代をむかえるにあたって～ 

【A日程】2020年 3月21日(土)・22日(日)、4月18日(土)・19日(日) 

【B日程】2020年 6月20日(土)・21日(日)、7月18日(土)・19日(日) 

時間＝各日程とも土曜日15:00～19:00、日曜日9:30～15:30 

福岡 ●講師：岡村 光信 先生（福岡市博多区開業） 

●会場 ：TKP会議室（博多駅中央街4-8ユーコウビル・岡村歯科入居ビル） 

●定員 ：各日程6名 

●受講料：全2回4日間コース120,000円  

●問合せ：福岡臨床補綴研修会・岡村歯科医院 担当＝田中 

     ℡092-451-7606／Fax092-451-9024 
 

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：歯科医師：１回110,000円×10回（消費税込） 

歯科技工士：1回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 

DHスタディーグループ Hygeia第22回勉強会 

一期一会 私を変えた症例ストーリー 

～また会いたい人になる～ 

2020年 3月22日(日) 10:00～15:00 

福岡 

●講師：北折 一 先生 

 （元NHK科学・環境番組部専門ディレクター） 

    松野祥先生／竹内恵理香先生 

有水智香先生／蒲原友美代先生 

    森田佳子先生／松尾嘉津子先生 

●会場 ：福岡県歯科医師会館 5F視聴覚室 

●受講料：DH5,500円、歯科医師8,800円 

●問合せ：Hygeia事務局 E-mail：sd@dental-hygeia.com 

●申込みフォーム：https://www.dental-hygeia.com 

 

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 3月22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 
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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） 

2020年 前期 

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） 

※第1、2回目は終了いたしました。 

●会場 ：栃原歯科研究室5F（熊本市中央区下通） 

●受講料：1回（2日間）歯科医師100,000円 

     ※5回合計（10日間）500,000円 

          ※材料費・日曜日昼食費・消費税込 

●問合せ：㈲東臨床歯周病研究所 ℡&Fax096-343-3357 

 

開催地 

NDL mint-seminar 

ポケット改善のレベルアップを目的とした中級編 

テクニカルミドル2日間コース 

2020年 3月28日(土) 14:00～19:30 

3月29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 mint-seminar公認インストラクター 

●会場 ：八重洲博多ビル 

●定員 ：開催最少人数6名 

●受講料：63,250円（消費税込） 

●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 

KaVoセミナー2020 

プレパレーションセミナー2020 

プレパレーション ワンポイント アドバイス 

2020年 3月29日(日) 10:00～17:00 

福岡 

●講師：中村 健太郎 先生 

（Shurenkai Dental Prothodontics Institute院長 

  ／KaVo Dental Systems Official Adviser） 

●会場 ：KaVo福岡セミナールーム 

●定員 ：30名 

●受講料：22,000円（消費税込） 

●問合せ：カボデンタルシステムズ㈱ ℡03-6866-7480   

 

開催地 
歯科感染管理者セミナー 

「インプラント治療のトータルマネージメント」 
2020年 3月29日(日) 9:30～12:30 

福岡 

●講師：丸橋 理沙 先生 

（フリーランス／歯科衛生士） 

※JAOS認定第一種、第二種歯科感染管理者 

継続ポイント1ポイントが付与されます。 

●会場 ：福岡朝日ビル 地下1F 12号室 

●定員 ：60名 

●受講料：8,800円（消費税込） 

●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 

㈱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（スタッフ同伴可能） 

●時間：午前の部10:00～12:00、午後の部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 ：各会場とも午前の部、午後の部各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 

4月2日(木)：博多会場・佐賀会場・鹿児島会場 

4月9日(木)：小倉会場・長崎会場・熊本会場 

4月16日(木)：天神会場・那覇会場・宮崎会場 

4月23日(木)：香椎会場・大分会場・霧島会場 

5月14日(木)：鳥栖会場・延岡会場・佐世保会場  

5月21日(木)：天神会場・香椎会場 

5月28日(木)：小倉会場・中津会場・鹿屋会場 

6月4日(木)：八代会場・諫早会場・唐津会場 

6月11日(木)：博多会場・宮崎会場 

6月18日(木)：佐賀会場・熊本会場 

6月25日(木)：鳥栖会場・長崎会場・鹿児島会場 

※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 
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 
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開催地 

UKセミナー in 熊本 

ＩOS（口腔内スキャナー）導入に 

             必要な基礎知識とは？ 

2020年 4月 5日(日) 10:00～13:00 

熊本 

●講師：有吉 洋 先生（熊本市開業 

／Trophy社 IOS公認インストラクター） 

井上 裕邦 先生（熊本県八代市開業） 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：㈱UKデンタル熊本店 3F UKホール 

●定員 ：20名様（お申込先着順） 

●受講料：3,000円（消費税込） 

●協賛 ：㈱ヨシダ 

●問合せ：㈱UKデンタル熊本店 ℡096-377-2555 

●ＩOS導入で何が出来るか？●従来のアナログ印象と比較しそのメリット、デメリットは？●CAD/CAMで使える材料は？ソフトは？●各メーカー

の各機種とどこが違うか？●ＩOS導入コスト、ランニングコストは？●外注発注所とのコラボに必要な事項は？等々 、口腔内スキャナーの導入に必要

な基礎知識を解説いただきます。 
 

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 

 

開催地 

九州歯科大学同窓会主催 令和元年度 学術講演会 

臨床医に必要な歯周治療の知識と技術 

～歯周病の病因、再生療法、インプラントを考える～ 

2020年 4月 5日(日) 9:45～16:00 

福岡 

●講師＝二階堂 雅彦 先生 

     （東京都開業／ 

医)嚆矢会二階堂歯科医院）  

●会場 ：福岡県歯科医師会館 5F 大ホール 

●受講料：前納：歯科医師10,000円、コ・デンタルスタッフ4,000円 

     当日：歯科医師12,000円、コ・デンタルスタッフ5,000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 
 

開催地 

GC友の会セミナー 

初心者のための総義歯ベーシックセミナー 

～口腔内で機能する総義歯作りのはじめの一歩～ 

2020年 4月 5日(日) 10:00～16:00 

福岡 
●講師＝田中 昌弘 先生 

    （LAB QUALITY代表／久留米市開業）  

●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友の会歯科医師・勤務医会員・技工士会員8,800円 

     歯科医師・技工所会員勤務の方12,100円、会員外19,800円 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 
 

開催地 
㈱モリタ 

知って得する歯科医院開業セミナー 
2020年 4月 5日(日)  10:00～17:00 

福岡 

●講師：福田 英一 先生 

（税理士法人恒輝 福田税務 

/労務合同事務所所長・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） 

    野口 亨 先生（㈱GLAD代表） 

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●定員 ：20名 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱モリタ福岡支店 セミナー係 ℡092-611-7011 

 

開催地 
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：歯科医師：１回110,000円×10回（消費税込） 

歯科技工士：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 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 

NPO法人お口の健康ネットワーク研修会 

第5回 お口の健康フェスティバル in 長崎 

明日から本気の歯周病管理実践してみませんか？ 

2020年 4月12日(日) 10:00～15:30 

長崎 

●講演＝磯﨑 篤則 先生 

（NPO法人お口の健康ネットワーク理事長） 

    黒瀬 真由美 先生 

（PMJ歯科診療所院長／岡山市開業） 

●会場 ：メルカつきまち（長崎市築町） 

●定員 ：60名 

●受講料：お口の健康ネットワーク会員4,000円、一般5,000円 

●問合せ：NPO法人お口の健康ネットワーク ℡086-250-2531 

          HP：https://www.oral-health-network.jp 
 

開催地 

モリタ友の会クリニカルチャー研修会 

Tｉハニカムメンブレンを用いた 

     GBR &ソフトティッシュマネジメント 

2020年 4月12日(日) 9:30～16:30 

福岡 

●講師：石川 知弘 先生 

（石川歯科浜松ペリオ・インプラントセンター） 

小田 師巳 先生（おだデンタルクリニック） 

●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66,000円、会員スタッフ69,300円 

          未入会80,300円 

●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011 

 

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 
※第1回目は終了いたしました。 

 第2回目は順延となり、開催日は未定です。 

●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 
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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2回：4月18日(土)・19日(日)、第3回：5月23日(土)・24日(日) 

第4回：6月20日(土)・21日(日)、第5回；7月11日(土)・12日(日) 

第6回：8月1日(土)・2日(日) 

※土曜日＝14:00～19:30、日曜日＝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！ 

※第1回目は終了いたしました。 

●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。 

 

開催地 

UKセミナー n 長崎 

今から変わる！今からでも変われる！ 

 定期管理型歯科医院医院導入セミナー 

2020年 4月19日(日) 12:00～15:00 

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＝野口 

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。セミナーを通じて、その定期管理型歯科員の概要を解説いただきます。 

 

開催地 

モリタ友の会クリニカルチャー講演会 

患者さんのための接着修復治療という選択肢 

～コンポジットレジン・ジルコニア・CAD/CAM冠

を臨床で用いるにあたって～ 

2020年 4月19日(日)  13:00～16:00 

福岡 

●講師：脇 宗弘 先生 

（大阪府開業／モリタ実践歯科臨床 

プラクティスコースインストラクター） 

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●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：㈱モリタ福岡支店 セミナー係 ℡092-611-7011 

 

開催地 
㈱モリタ 

セレック導入前 疑問解決セミナー 
2020年 4月19日(日)  10:00～13:00 

福岡 

●講師：折原 雅洋 先生 

（滋賀県草津市開業 

／ISCD国際公認セレックトレーナー） 

●会場 ：福岡県中小企業振興センター 403号会議室 

●定員 ：20名 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱モリタ福岡支店 セミナー係 ℡092-611-7011 

 

開催地 
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 

DEAP PRACTICE COURSE 

Denistry Evidence Art Advance 

 Practice Patient（全8回コース） 

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27日(日)・28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：10月24日(土)・25日(日) 

第7回：11月7日(土)・8日(日)、第8回：12月5日(土)15:00～19:00 

※時間＝土曜日：17:00～19:00、日曜日：9:00～13:00 

福岡 

●講師：田中 秀樹 先生（福岡市開業） 

●インストラクター： 

円林 秀治 先生（福岡県久留米市開業） 

葉山 揚介 先生（福岡県飯塚市開業） 

田代 剛 先生（佐賀県唐津市開業） 

●会場 ：㈱ゼロメディカル福岡支店 

●定員 ：12名 

●受講料：400,000円（別途実習器具費用） 

●問合せ：DEAP事務局（担当：葉山揚介先生） 

     ℡0948-26-8148 E-mail：hayama-shika@opal.ocn.ne.jp 
 

開催地 

ペンエンドスタディクラブインジャパン 

九州支部講演会 「世界基準の歯内療法」 

～根尖性歯周炎の予防と治療のために～ 

2020年 4月26日(日) 9:00～17:00 

佐賀 

●講演演者： 

新谷 武史 先生（群馬県高崎市開業）  

 松下 幸誠 先生（鹿児島市開業） 

牛島 正雄 先生（北九州市牛島歯科医院勤務） 

牛島 寛 先生（福岡市牛島歯科医院勤務） 

●会場 ：ホットラインワールド貸会議室（佐賀市内） 

●定員 ：30名 

●受講料：歯科医師22,000円 

研修医・大学院生・スタッフ5,500円、学生2,200円（消費税込）  

●問合せ：PESCJ九州支部事務局（ねい歯科医院内 根井俊輔先生） 

℡0985-29-7169／Fax0985-29-7164 

     E-mail：pennendokyushu@gmai.com 
 

開催地 

GC友の会セミナー 

“歯科衛生士力”をアップしよう！ 

患者さんに合わせたプラークコントロール指導を 

するための『診る力×伝える力』 

2020年 4月26日(日) 12:30～16:30 

福岡 

●講師＝柴原 由美子 先生（北九州市開業） 

    下田 裕子 先生 

    （水上歯科クリニック勤務／歯科衛生士）  

●会場 ：レソラホール（福岡市中央区） 

●定員 ：250名 

●受講料：GC友の会会員3,300円、歯科医師会員のスタッフ6,600円 

会員外14,300円 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 
 

開催地 
Dental Staff Study Group“FOCUS！”2020！ 

6回コース 「華麗に加齢！」 

第2回：4月26日(日)、第3回：6月14日(日)、第４回：８月23日(日) 

第5回：10月25日(日)、第6回：12月13日(日) 

※時間：各回13:00～16:30 

熊本 

●講師陣： 

1回目＝藤本 博先生（ふじもと歯科医院） 

2回目＝藤本和泉先生（歯科・林美穂医院） 

3回目＝東 克章先生（東歯科医院）  

4回目＝永田省藏先生（永田歯科クリニック） 

5回目＝西村幸郎先生（けやき通り歯科・矯正歯科） 

6回目＝安生朝子先生（藤橋歯科医院） 

※第1回目は終了いたしました。 

●会場 ：熊本県歯科医師会館／くまもと森都心プラザ会議室 

     くまもと県民交流会館パレアなど（回によって場所が異なります）  

●定員 ：各回45名 

●受講料：DH&DT：全受講36,000円、単発受講6,000円 

     歯科医師：全受講48,000円、単発受講8,000円 

     歯科助手・受付：全受講30,000円、単発受講5,000円 

     学生：無料 

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

     ℡090-9651-4504／ Mail：merci.and.merci@gmail.com 

人生100年時代に突入し、どのように人生を重ねていくかが課題となってきました。今回のFOCUS！では、講師の先生方に、患者や

家族、自分とどう向き合っていくか、歯科治療を通して考え、実践できる学びを伝えていただきます。 

 

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。 
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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） 

2020年 5月16日(土) 10:00～17:00 

福岡 

●講師：近藤 ひとみ 先生 

   （オーラルヘルスケアスペシャリスト 

                ／歯科衛生士）  

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2Ｆ会議室 

●定員 ：20名 

●受講料：モリタ友の会会員本人22,000円、会員スタッフ25,300円 

     未入会36,300円 

●問合せ： ㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011 
 

開催地 

UKセミナー in 福岡 

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22,000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 

GC友の会 学術講演会 

大人のう蝕予防と管理 

～患者さんに伝えたい！ 

       知っておきたい最新トピックス～ 

2020年 5月17日(日) 12:30～16:00 

福岡 

●講師＝林 美加子 先生 

（大阪大学大学院歯学研究科 

口腔分子感染制御学講座教授） 

    加藤 正治 先生 

     （東京都港区開業／高輪歯科）  

●会場 ：JR九州ホール（博多駅ビル内9F） 

●定員 ：250名 

●受講料：GC友の会歯科医師会員4,400円 

GC友の会会員の勤務歯科医師会員 

・歯科技工士会員・歯科衛生士会員1,100円 

GC友の会歯科技工士会員の勤務スタッフ2,200円 

会員外13,200円 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 
 

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 5月17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㈱） 

●後援：ライオン歯科材㈱ 

●会場 ：㈱UKデンタル鹿児島店 3F UKホール 

●定員 ：15名限定 

●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 

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～ 

2020年 5月23日(土) 13:00～17:30 

5月24日(日)  9:00～16:00 

福岡 

●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） 

●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66,000円、友の会スタッフ69,300円 

     一般80,300円（消費税込） 

●問合せ：㈱モリタ大阪本社セミナー係 ℡0120-988-291 

 

開催地 

第13期・第14期 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13期：2020年 5月23日(土)・24日(日) 

第14期：2020年 12月5日(土)・6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：120,000円、ベーシック・ハンズオン受講者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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開催地 
仕事美人 Dental Hygeia 

管理職養成講座6回コース 

第1回：5月24日(日)、第2回：7月23日(木・祝)、第3回：9月6日(日) 

第4回：11月22日(日)、第5回：2021年2月7日(日) 

第6回：4月25日(日) ※時間：各10:00～13:00 

福岡 

●講師：山本 温子 先生 

  （歯科衛生士 

／Hygeia専属OJTインストラクター）    

    西依 亜矢 先生 

  （歯科衛生士／㈱Dental Hygeia代表取締役） 

●会場 ：博多バスターミナルビル 9F（予定） 

●受講料：早期割引48,400円（3月24日迄）、通常59,400円 

●問合せ：㈱Dental Hygeia事務局 ℡092-710-1411 担当＝松崎 

E-mail：office@dental-hygeia.com 

HP：https://www.dental-hygeia.com 

 

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13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 
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 6月14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㈱） 

●後援：ライオン歯科材㈱ 

●会場 ：熊本市民会館（市民会館シアーズホーム夢ホール）2F 第5会議室 

●定員 ：10名限定 

●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 
GC友の会セミナー ワンランクアップ！ 

患者さんの心を掴むマナーセミナー 
2020年 6月18日(木) 10:00～17:00 

福岡 

●講師＝キャプラン㈱Jプレゼンスアカデミー 

    （日本航空元客室乗務員／接遇教育） 

 

●会場 ：㈱ジーシー九州営業所 セミナールーム 

●定員 ：30名 

●受講料：GC友の会会員13,200円、GC友の会会員のスタッフ13,200円 

会員外24,200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 

第22期・第23期 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22期：2020年 6月20日(土)・21日(日) 

第23期：2020年 10月3日(土)・4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：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 

 Workshop by Masumi Nagatani 

超音波・歯周治療実践セミナー2020 

【ベーシックコース】 

2020年  6月21日(日) 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 
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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。 

 

開催地 

UKセミナー in 福岡 

Rubber Dum Isolation Technique 

Hands on Seminar 

2020年 6月28日(日) 10:00～17:00 

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！ 

※3月8日(日)開催の順延開催分です。 

●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）66,000円 

単独受講38,500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 

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～ 

2020年 6月28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、歯科医師会員以外30,800円 

GC友の会歯科衛生士会員3,300円、歯科衛生士会員外6,600円 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 

 

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：7月4日(土)・5日(日)、第2回：8月29日(土)・30日(日) 

第3回：9月12日(土)・13日(日)、第４回：10月3日(土)・4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 
KaVo Seminar 2020 

半調節性咬合器プロターevo7ガイダンスセミナー 
2020年 7月 5日(日) 13:00～17:00 

福岡 

●講師：山本 司将 先生 

（山本歯科醫院院長 

   ／KaVo Dental Systems Official Adviser） 

●会場 ：KaVo福岡セミナールーム 

●定員 ：12名 

●受講料：5,500円（消費税込） 

●問合せ：カボデンタルシステムズ㈱ ℡03-6866-7480   
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開催地 
GC LASERセミナー 

「炭酸ガスレーザー治療の可能性」 
2020年 7月 5日(日) 13:00～16:00 

福岡 

●講師＝田村 仁志 先生 

   （田村歯科医院院長 

    ／㈱ジーシーレーザーインストラクター） 

●会場 ：リファレンスはかた近代ビル 貸会議室106 

●定員 ：20名 

●受講料：GC友の会歯科医師会員2,200円、歯科医師会員以外11,000円 

GC友の会勤務医会員2,200円、勤務医会員外5,500円 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 
 

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 後期 

第 1 回：7 月11 日(土)・12 日(日)、第 2 回：9 月19 日(土)・20 日(日)

第3回：9月21日(月/祝)・22日(火/祝) 

第4回：10月10日(土)・11日(日)、第5回：11月14日(土)・15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 

KaVo Seminar 2020 

臨床家のための実践的歯内療法 

よりよい歯内療法の効率化をもとめて 

J.H.-Endo System ベーシックコース 

2020年 8月22日(土) 10:00～18:30 

8月23日(日)  9:00～17:30 

福岡 ●講師：平井 順 先生（川崎市開業） 

●会場 ：KaVo福岡セミナールーム 

●定員 ：10名 

●受講料：110,000円（消費税込） 

●問合せ：カボデンタルシステムズ㈱ ℡03-6866-7480   

 

開催地 

KaVo Seminar 2020 

カボジャパン4日間補綴コース 

「明日の臨床につなぐオクルージョン 

・欠損補綴・インプラントセミナー」 

2020年  9月 5日(土)・6日(日) 

10月3日(土)・4日(日) 

土曜日＝10:00～19:00、日曜日＝9:00～16:00 

福岡 ●講師：永田 省藏 先生（熊本市開業） 

●会場 ：KaVo福岡セミナールーム 

●定員 ：12名 

●受講料：176,000円（消費税込）、188,000円（懇親会費・消費税込） 

再受講料33,000円（消費税込）、45,000（懇親会費・消費税込） 

●問合せ：カボデンタルシステムズ㈱ ℡03-6866-7480 

 

開催地 

第8回 UKデンタルフェア 

新時代へのおもてな“歯” 

 ～For Your Smile 笑顔のために～   

2020年 9月26日(土) 13:00～19:00 

9月27日(日)  9:00～17:00 

熊本 

◆9月26日(土) 特別講演会  

土屋 和子 先生（歯科衛生士／フリーランス） 

◆9月27日(日)コラボレーション特別講演会 

西川 義昌 先生（鹿児島県すみよし歯科勤務） 

崎田 竜仁 先生（鹿児島ミリングセンター代表） 

●出展メーカー：約80社予定 

●フェア会場 ：グランメッセ熊本 Aブース 

                  （益城・熊本空港インター近く） 

●特別講演会場：グランメッセ熊本 2F コンベンションホール 

●問合せ：㈱UKデンタル ℡096-377-2555 

今年9月に第8回目を迎えます“UKデンタルフェア”の開催が決定いたしました。今回も多数のメーカー様の協力のもと、最新の機

器や器材等あらゆる歯科関連製品を一挙に展示いたします。また、特別講演会をはじめ、デモコーナーやミニセミナーコーナーを併催し、

他にキッズコーナー、休憩コーナー等ご用意いたしますので、先生方をはじめ、スタッフの皆様、ご家族の皆様もお誘い合わせの上、ご

来場くださいますようお待ちいたしております。 

 

開催地 

第6期 PAB研修会 

京セラインプラントインストラクター 

歯周病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6期：2020年 11月14日(土) 15:00～19:00 

11月15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：120,000円 

●問合せ：安東歯科医院 ℡&Fax 092-574-3555 

            E-Mail：info@ando-dc.jp 
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