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セラカル PT／モリムラ
＜デュアルキュア型 MTA 系覆髄材料＞

モリムラから発売された“セラカル PT”
（ビ
スコ社製）は、露髄面や象牙質に適応でき、
保護層として機能するデュアルキュア型
MTA 系覆髄材料です。ビスコ社独自で開発
した親水性レジンマトリックスにケイ酸カ
ルシウム（ポルトランドセメント）を配合
し、覆髄に肝要な生態親和性、カルシウム
イオン放出、高い封鎖性を可能にしました。
【特徴】
●親水性レジンマトリックスは歯髄からの
組織内液（H2O）の取り込みやイオン放
出など相互移動を可能として、ケイ酸カ
リウム（CaOSiO2）と組織内液が水和反
応することによりカルシウムイオン
（Ca2＋）と水酸化物イオン（OH－）が放
出されます。さらにカルシウムイオンは
デンティンブリッジ再生能、水酸化物イ
オンは強アルカリ環境（抗菌作用）に寄
与します。
●自動練和タイプのシリンジにより操作性
に優れています。ペーストタイプのため、
粉・水等の計量や手練和が不要で、必要
量だけを直接適用することが可能です。
●先端のデュアルシリンジ・ディスペンシ
ングチップは、適用部位に到達しやすい
ように長く曲げることができます。
標準価格＝4g シリンジ入
15,000 円
専用チップ（30 個入）4,800 円

EZ-COPY ファストンダイ
／モリムラ

エステライト ブロックⅡ
／トクヤマデンタル

＜歯科用樹脂系模型材＞

＜歯科切削加工用レジン材料＞

モリムラから発売された“EZ-COPY ファ
ストンダイ”は、従来品の「クイックダイ」
の後継品として発売されたシリコーン系
模型材です。硬化時間わずか 2 分で模型が
完成するので、チェアサイドにて模型の作
製ができ、間接法によるリボンドスプリン
ト、修復物、マウスガード等の口腔内用装
置の作製ができ、即日でセットが可能で
す。
【特徴】
●操作法は、ミキシングチップを用いて直
接印象材に注入することができるので、
軽量が不要で操作がとても簡単です。低
粘性のため、気泡の混入を防止します。
●作業時間は 30 秒で、わずか 2 分で硬化
し、印象からの取り外しが容易です。
●各種印象材との適合性に優れています。
●優れた精度の模型が完成します。
●高強度で、技工用ナイフまたは歯科用バ
ー等での調整が容易です。
標準価格＝48ml 入カートリッジ×2 本
6,000 円

トクヤマデンタルから発売された“エステ
ライトブロックⅡ”は、スープラナノ球状
フィラーを高密度に充填することにより、
高強度と優れた研磨性、つやの持続性を実
現させた CAD/CAM 用ハイブリッドレジ
ンブロックです。加圧・加熱下で形成する
ことで、気泡の混入、重合不足がないハイ
ブリッドレジンブロックです。
【特徴】
●微細な球状フィラーの採用により、短時
間で光沢を得る研磨性を有しています。
●簡単な研磨で“つや”を出すことができ、
過酷な口腔内環境でも長期的な光沢を
持続します。
●天然歯に近い蛍光性を有しており、摩耗
しにくく、対合歯も傷めにくい低対合歯
摩耗特性があります。
●令和 2 年 4 月 1 日より保険改正された
CAD/CAM 冠用材料（Ⅱ）として保険
適用されています。
●色調は A2、A3、A3.5 の 3 色をライ
ンナップ。
標準価格＝
サイズ 12（5 個入） 11,550 円
サイズ 14（5 個入） 11,800 円
サイズ 14L（5 個入）11,800 円

★「働き方改革推進支援助成金」勤務間インターバル導入コースのご案内！

-

厚生労働省発令の「働き方改革推進支援助成金」勤務間インタ
ーバル導入コースにつきまして、昨年に引き続き 2020 年度の
交付申請受付が開始されております。このコースは、勤務間イ
ンターバルの導入に取り組まれる中小企業事業主様を対象とし
ております。
今年から、賃金の引き上げを成果目標に加えた場合、助成金が
加算されます。
【2019 年度 申請製品一覧】
自動精算機、CBCT、レセコン、CAD/CAM、歯科用ユニッ
ト、口腔外バキューム、歯科用レーザー、マイクロスコープ、
自動洗浄器 等
※締切り：申請の受付は 2020 年 11 月 30 日（月）必着
なお、国の予算額に制限されるため、事前に受付を締め切る場
合があります。
資料のご請求や詳細につきましては、当社担当者までお問合せ
ください。
（厚生労働省ホームページはコチラ↓）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

支給額

休息時間数

「新規導入」に該当する
取組がある場合

９時間以上
１１時間未満
１１時間以上

「新規導入」に該当する取組がなく、
「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に
該当する取組がある場合

80万円

４０万円

１００万円

５０万円

加算額

厚生労働省ホームページ

引き上げ人数

1～3人

4～6人

7～10人

3%以上引き上げ

15万円

30万円

50万円

5%以上引き上げ

24万円

48万円

80万円

11～30人
1人当たり5万円
（上限150万円）
1人当たり8万円
（上限240万円）
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【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を受けます中、引き続きまして、当社主催セミナー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、7 月一杯は中止または延期とさせていただいております。
併せまして、このセミナー情報に掲載いたしておりました 9 月 26 日～27 日に開催を予定いたしておりました「第 8 回 UK デンタルフェア」に
つきましても、誠に申し訳ございませんが、来年への延期とさせていただくことに決定いたしました。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。

開催地

鹿児島

開催地

福岡
・
Web

開催地

熊本
・
Web

令和 2 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」
●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」
ヨシダ web LIVE セミナー
レーザーとネクストビジョンを活用した
歯周治療への応用
●講師：船越 栄次 先生
（船越歯科歯周病研究会代表
／九州歯科大学臨床教授）
山下 素史 先生
（山下歯科医院：福岡市開業
／日本臨床歯周病学会理事）

2020 年 第 1 回：6 月 13 日(土)、第 2 回：6 月 14 日(日)
第 3 回：7 月 11 日(土)、第 4 回・終了式：7 月 12 日(日)
時間：各日 9:30～19:00
●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

2020 年 6 月 14 日(日) 10:00～12:00
●会場 ：オンラインシステム Zoom
※パソコンかモバイルの Zoom アプリが必要です。
●受講料：無料
●申込み：ヨシダホームページより http://www.yoshida-dental.co.jp
●問合せ：㈱ヨシダ九州支店 ℡092-715-1435 担当＝永池

DENTAL STAFF STUDY GROUP“FOCUS！”
2020！ 3 回目
2020 年 6 月 14 日(日) 13:00～16:30
歯周病と全身疾患を抱えた患者に対する
歯周治療を行う上での歯周病の基礎知識①
●会場 ：オンラインシステム Zoom
●受講料：歯科衛生士・歯科技工士 6,000 円、歯科医師 8,000 円
歯科助手・受付 4,000 円
●講師：東 克章先生（東歯科医院）
●問合せ：Merci&Merci Takako Dental Hygienist Office 本田貴子
℡090-9651-4504／ Mail：merci.and.merci@gmail.com

開催地

診断の謎を解く！補綴診断コース 4 日間
Diagno B コース

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）

2020 年 6 月 20 日(土)・21 日(日)
7 月 23 日(木/祝)・24 日(金/祝)
時間＝土曜日 14:00～20:00、日曜日 9:00～16:00
●会場 ：㈱リファレンス リファレンス駅東ビル 7F（博多区博多駅東）
●受講料：歯科医師：受講 224,000 円、歯科医師再受講 176,000 円
歯科技工士：受講 193,000 円、歯科医師帯同受講 99,000 円
歯科衛生士：歯科医師帯同受講 75,000 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

福岡

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

●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業）

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
●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
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開催地

福岡

開催地

Web

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～

開催地

福岡

●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 ：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

●講師：岡村 光信 先生（福岡市博多区開業）

ヨシダ web LIVE セミナー
The Gate to the Dental Digitalization
口腔内スキャナーで始まる、より能率的な歯科治療
●講師：富樫 宏明 先生
（佐賀県鹿島市開業：とがし歯科医院院長）

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

●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

【B 日程】2020 年 6 月 20 日(土)・21 日(日)、7 月 18 日(土)・19 日(日)
時間＝土曜日 15:00～19:00、日曜日 9:30～15:30

2020 年 6 月 24 日(水) 19:30～20:30
●会場 ：オンラインシステム Zoom
※パソコンかモバイルの Zoom アプリが必要です。
●受講料：無料
●定員：100 名
●申込み：ヨシダホームページより http://www.yoshida-dental.co.jp
●問合せ：㈱ヨシダ画像事業部 ℡03-3845-2925

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
●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

DEAP PRACTICE COURSE
Denistry Evidence Art Advance
Practice Patient（全 8 回コース）

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）

開催地

福岡
・
Web

第 1 回：6 月 27 日(日)・28 日(日)、第 2 回：7 月 18 日(土)・19 日(日)
第 3 回：8 月 22 日(土)・23 日(日)、第 4 回：10 月 24 日(土)・25 日(日)
第 5 回：11 月 7 日(土)・8 日(日)、第 6 回：12 月 5 日(土)・6 日(日)
第 7 回・第 8 回：日程未定
※時間＝土曜日：17:00～19:00、日曜日：9:00～13:00
●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

㈱ジーシー
～Web で覚える口腔機能検査から管理まで～
※時間＝各回とも 13:00～14:30
「口腔機能検査」体験セミナー
【7 月日程】1 日(水)、2 日(木)、3 日(金)、7 日(火)、8 日(水)、9 日(木)、10 日(金)、13 日(月)、14 日(火)、15 日(水)、16 日(木)、
17 日(金)、20 日(月)、22 日(水)、27 日(月)、28 日(火)、29 日(水)、30 日(木)、31 日(金)
【8 月日程】3 日(月)、4 日(火)、5 日(水)、6 日(木)、11 日(火)、12 日(水)、17 日(月)、18 日(火)、19 日(水)、20 日(木)、24 日(月)、
25 日(火)、26 日(水)、27 日(木)、28 日(金)、31 日(月)
【9 月日程】1 日(火)、2 日(水)、3 日(木)、4 日(金)、8 日(火)、9 日(水)、10 日(木)、11 日(金)、14 日(月)、15 日(火)、16 日(水)、
17 日(木)、24 日(木)、25 日(金)、28 日(月)、29 日(火)、30 日(水)
●レクチャー：
「口腔機能低下症とは・算定のポイント
●会場：Microsoft Teams オンラインシステム
・検査方法・患者説明/管理/対応」
●定員：各回 5 医院まで
●動画上映：※監修：東京歯科大学教授：櫻井薫先生
●受講料：無料
「検査からの管理の流れ・トレーニング編」 ●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286
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開催地

福岡

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】

●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
●講師：永井 省二 先生
（院内 DT または DH スタッフ 1 名同伴可）
（機能咬合研修会【全人的歯科医療】主宰）
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

福岡

●講師：山本 司将 先生
（山本歯科醫院院長
／KaVo Dental Systems Official Adviser）

開催地

GC LASER セミナー
「炭酸ガスレーザー治療の可能性」

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）

開催地

オンラインセミナー
伝わる！ブラッシング指導セミナー
～いつも同じ指導から抜け出そう！～

熊本
・
Web

開催地

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

●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㈱

㈱ジーシー Web セミナー
歯ブラシの処方の基本が分かる
プラークコントロール指導セミナー

2020 年 7 月 5 日(日) 13:00～17:00
●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

2020 年 7 月 5 日(日) 13:00～16:00
●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
2020 年 7 月 5 日(日)､8 月 5 日(水)、8 月 9 日(日)、8 月 23 日(日)
8 月 26 日(水)
※時間各回 10:00～15:00
●会場 ：オンラインシステム Zoom
●定員 ：10 名
●受講料：13,200 円（消費税込）※おうち時間応援企画
●問合せ：℡090-9585-8834 E-Mail：amsbrillia@gmail.com

URL：https://ameblo.jp/ams-brillia/
【7 月日程】9 日(木)、15 日(水)、16 日(木)、22 日(水)、30 日(木)
【8 月日程】6 日(木)、12 日(水)、19 日(水)、20 日(木)、26 日(水)
【9 月日程】2 日(水)、9 日(水)、10 日(木)、17 日(木)、30 日(水)
※時間：各回 13:00～14:30

福岡
・
Web

【Web セミナー内容】
●様々な口腔内の状態に合わせて歯ブラシや
補助清掃用具・歯磨剤を処方するという考え方！
●ルシェロの処方例紹介
●多様化する口腔内に対応するために
ホームケアアイテムの知識を深める！
●ルシェロ歯ブラシ&プリニアスマイルの実習体験
●モチベーションに繋げるプラークコントロール指導

●会場：Microsoft Teams オンラインシステム
●定員：各回 5 医院まで
●受講料：無料
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286
※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

㈲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：
●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）
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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：７月 11 日(土)・12 日(日)
※時間＝土曜日 10:00～17:00、日曜日 9:00～16:00
第 2 回～第 10 回につきましては、開催日程が決まり次第ご案内いたします。

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：歯科医師：１回 110,000 円×10 回（消費税込）
（佐藤補綴研究室代表／明倫大学臨床教授）
歯科技工士：1 回 55,000 円×10 回（消費税込）
※新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、
※分割可・材料費は別途
当初の開催予定から順延いて開催です。
●問合せ：ハーモニー・デンタル平塚
℡090-8831-0429／Fax 0942-22-8170

開催地

デンタルスタッフのマインド Web セミナー
午前の部：デンタルスタッフのあり方&マナー
午後の部：コミュニケーション&カウンセリング

第 1 回：7 月 12 日(日)、第 2 回：8 月 9 日(日)、第 3 回：9 月 20 日(日)
午前の部：10:30～12:00、午後の部：13:00～14:30

熊本
・
Web

●講師：本田 貴子 先生
（フリーランス歯科衛生士
／デンタルスタッフ
スタディグループ FOCUS!代表）

●会場 ：オンラインシステム Zoom
●受講料：各セミナー3 回受講 15,000 円、単発受講 5,000 円
●問合せ：Merci&Merci Takako Dental Hygienist Office 本田貴子
℡090-9651-4504／ Mail：merci.and.merci@gmail.com

開催地

オンラインセミナー
続けよう！メインテナンスセミナー
～長期的に通院していただくために大切なこと～

熊本
・
Web

開催地

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㈱

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
●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）

2020 年 7 月 12 日(日)、7 月 29 日(水)
※時間各回 10:00～15:00
●会場 ：オンラインシステム Zoom
●定員 ：10 名
●受講料：13,200 円（消費税込）※おうち時間応援企画
●問合せ：℡090-9585-8834 E-Mail：amsbrillia@gmail.com

URL：https://ameblo.jp/ams-brillia/
第 1 回：7 月 18 日(土)・19 日(日)、第 2 回：8 月 22 日(土)・23 日(日)
第 3 回：9 月 26 日(土)・27 日(日)、第 4 回：10 月 24 日(土)・25 日(日)
第 5 回：11 月 21 日(土)・22 日(日)、第 6 回：12 月 19 日(土)・20 日(日)
※時間：各回とも土曜日 10:00～18:00、日曜日 9:00～16:00

●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。

開催地

熊本
・
Web

オンラインセミナー
愛される！伝え方セミナー
～指導・カウンセリング・コーチングに
活用しよう～
●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㈱

2020 年 7 月 19 日(日) 10:00～15:00

●会場 ：オンラインシステム Zoom
●定員 ：10 名
●受講料：13,200 円（消費税込）※おうち時間応援企画
●問合せ：℡090-9585-8834 E-Mail：amsbrillia@gmail.com

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

歯科衛生士 WORK Web セミナー
「知識と技術を得ることで、
自分の可能性を広げて仕事を楽しむ！」

第 1 回：7 月 26 日(日)、第 2 回：8 月 30 日(日)、第 3 回：9 月 27 日(日)
時間＝各回：13:00～14:30

熊本
・
Web

●講師：本田 貴子 先生
（フリーランス歯科衛生士
／デンタルスタッフ
スタディグループ FOCUS!代表）

●会場 ：オンラインシステム Zoom
●定員 ：10 名限定
●受講料：3 回受講 15,000 円、単発受講 5,000 円
●問合せ：Merci&Merci Takako Dental Hygienist Office 本田貴子
℡090-9651-4504／ Mail：merci.and.merci@gmail.com

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：8 月 1 日(土)・2 日(日)、第 3 回：9 月 5 日(土)・6 日(日)
第 4 回：10 月 3 日(土)・4 日(日)、第 5 回：10 月 31 日(土)・11 月 1 日(日)
第６回：11 月 28 日(土)・29 日(日)
※土曜日＝14:00～19:30、日曜日＝10:00～16:30

●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。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、
2 回目以降、順延にて開催いたします。

●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

福岡

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

久留米

開催地

福岡

開催地

福岡

開催地

宮崎

第 1 回：8 月 1 日(土)・2 日(日)
時間：土曜日 10:00～17:00、日曜日 9:00～16:00
第 2 回～第 10 回の開催日程につきましては、決定次第ご案内いたします。
●会場 ：㈱UK デンタル久留米店 3F UK ホール
●講師：片岡 繁夫 先生
●定員 ：12 名（先着順）
（大阪セラミックトレーニングセンター所長） ●受講料：歯科医師：１回 110,000 円×10 回（消費税込）
※新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、
歯科技工士：1 回 55,000 円×10 回（消費税込）※模型費等別途
当初の開催予定から順延での開催です。 ●問合せ：ハーモニー・デンタル平塚
℡090-8831-0429／Fax 0942-22-8170
片岡道場 第 9 期生（久留米コース）
2020 年・2021 年 10 回コース

モリタ友の会 クリニカルチャーセミナー
インプラントスターティング！！
【模型・ブタ顎実習付き】
●講師：中島 康 先生
（大阪歯科大学
口腔インプラント学講座臨床教授）
山崎 行庸 先生
（大阪歯科大学臨床講師）
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

●講師：平井 順 先生（川崎市開業）

モリタ友の会 クリニカルチャーセミナー
日常臨床に活かす！歯内療法基礎講座
～正確かつ効果的で歯内療法を行うための
テクニック～
●講師：伊澤 真人 先生
（高倉歯科マインドクリニック副院長）

2020 年 8 月 1 日(土)・2 日(日) 時間未定
●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2Ｆ会議室
●受講料：モリタ友の会会員 44,000 円、会員スタッフ 47,300 円
未入会 58,300 円（消費税込）
●問合せ： ㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011

2020 年 8 月 22 日(土) 10:00～18:30
8 月 23 日(日) 9:00～17:30
●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

2020 年 8 月 30 日(日) 10:00～17:00
●会場 ：一般財団法人 宮崎県婦人会館 2F 中会議室「ほうおう」
●定員 ：12 名
●受講料：モリタ友の会会員 38,500 円、会員スタッフ 41,800 円
未入会 52,800 円（消費税込）
●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

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

●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

GC 友の会学術講演会 福岡ステップアップ講演会
『Dr 天野の臨床予防歯科最前線
どうしてう蝕と歯周病は起こるのか』
『歯周治療における歯科衛生士の役割』

2020 年 9 月 6 日(日) 12:30～16:00

福岡

●講師＝天野 敦雄 先生
（大阪大学大学院歯学研究科
口腔分子免疫制御学講座予防歯科学教授）
有水 智香 先生
（九州大学病院医療技術部歯科衛生士）

●会場 ：都久志会館（福岡市中央区）
●定員 ：300 名 ※事前申込制
●受講料：GC 友の会会員 2,200 円
会員外歯科医師 11,000 円（入会金含む）
会員外勤務医・歯科技工士・歯科衛生士 5,500 円（入会金含む）
その他スタッフ 8,800 円
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286

モリタ友の会 クリニカルチャーセミナー
新たな院内デジタル環境構築による
コミュニケーション戦略

2020 年 9 月 6 日(日) 時間未定

●講師：吉嶺 真一郎 先生（鹿児島市開業）

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2Ｆ会議室
●受講料： 5,500 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

トクヤマデンタル倶楽部セミナー
「装着体験から義歯を語る」
～口の中でパーシャルデンチャーとは
どのような感じがするものか～

2020 年 9 月 6 日(日) 10:00～15:00

鹿児島

●講師：村岡 秀明 先生（千葉県開業）
※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

●会場 ：TKP ガーデンシティ鹿児島中央
●受講料：トクヤマデンタル倶楽部会員 12,000 円
倶楽部会員紹介スタッフ 8,000 円、会員外 22,000 円（消費税込）
●問合せ：トクヤマデンタル倶楽部係 ℡0120-54-1182

開催地

モリタ友の会 クリニカルチャーセミナー
歯内治療と歯冠修復を繋ぐ支台築造システム

2020 年 9 月 13 日(日) 時間未定

福岡

●講師：宮地 秀彦 先生（京都府長岡京市開業）

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2Ｆ会議室
●受講料：モリタ友の会会員本人 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

モリタ友の会 クリニカルチャーセミナー
目からウロコ！ご存じですか？
プロなら知っておきたい
プロケアとセルフケアアイテムの活用術

2020 年 9 月 13 日(日) 未定

●講師：沢口 由美子 先生
（フリーランス歯科衛生士）

●会場 ：一般財団法人 宮崎県婦人会館 2F 中会議室「ほうおう」
●定員 ：12 名
●受講料：モリタ友の会会員 22,000 円、会員スタッフ 25,300 円
特別ペア価格（会員 Dr＋会員スタッフ）33,000 円
未入会 36,300 円（消費税込）
●問合せ： ㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011

福岡

開催地

福岡

宮崎

開催地

歯内療法の幹を学ぶ

福岡

●講師：石井 宏 先生
（東京新橋：歯内療法専門委員開業）

2020 年 9 月 13 日(日) 10:00～16:00
●会場 ：八重洲博多ビル
●定員 ：40 名
●受講料：22,000 円（昼食費・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

UK セミナー in 佐賀
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～

2020 年 10 月 11 日(日) 10:00～16:30

●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 ：サンメッセ鳥栖 3F 大会議室 2
●定員 ：50 名（お申込先着順）
●受講料：歯科医師 15,000 円、スタッフ 7,000 円（昼食費・消費税込）
●問合せ：㈱UK デンタル久留米店 ℡0942-44-8143

佐賀

【セミナープログラム】●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～
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 の基礎から応用までをマスターしよう

2020 年 10 月 17 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

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

開催地

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

開催地

福岡

開催地

福岡

開催地

福岡

モリタ友の会クリニカルチャー研修会
歯内療法を成功に導くためのテクニック
～根管治療の基本コンセプトの習慣と臨床での応用〜

2020 年 11 月 15 日(日) 時間未定

●講師：吉川 剛正 先生
（けやき歯科桜台診療所副院長）

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室
●定員 ：12 名
●受講料：モリタ友の会会員 38,500 円、会員スタッフ 41,800 円
未入会 52,800 円
●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係 ℡092-611-7011

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」

2020 年 11 月 15 日(日) 10:00～16:30

●講師＝有村 知子 先生
（福岡：船越歯科医院歯科衛生士
／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 24,200 円、歯科医師会員スタッフ 27,500 円
会員外 35,200 円
※実習器材費 17,600 円相当・昼食費込
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286

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 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

●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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