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『 HANS NiTiブラシ 』 
＜ デンタルテクニカ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準価格＝（写真上から） 

オメガタイプ4入   17,000円 NEW 

ポケットタイプ4入 17,000円 

ナノタイプ4入    17,000円 

 

シンプルかつ効率的なインプラント周囲炎リカバリーブラシ！ 
 

今回ご紹介させていただきます商品は、デンタルテクニカから発売されております

『HANS NiTi ブラシ』です。 

この商品は、インプラント周囲炎に罹患したフィクスチャーを機械的に除染するため

のツールです。汚染されたインプラントの表面をデブライトメントし、徹底的に除染す

ることでインプラント周囲炎の再発を防ぎ、骨組織の再生が期待できます。インプラン

トの抜去・再埋入と比べて治療が短期になり患者負担も低減します。すでに発売されて

おりましたポケットタイプ・ナノタイプの2種にプラスして、より深く難しい場所まで

アプローチが可能なオメガタイプが追加発売されました。 

 ご使用いただきました先生からは、「スレッド部の清掃が容易に行える。」と高評価を

いただいております。この機会に是非一度お試しいただきますようお願いいたします。

詳細につきましては当社営業担当者までお問い合わせください。 
 

熊本店 営業五課 寺崎 高志  

 

メタシールSoftペースト 

／サンメディカル 

＜歯科用根管充填シーラ＞ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

モノブロック根管充填を可能にする接着

性レジン系根管充填用シーラー“メタシー

ルSoftペースト”が7月21日にサンメ

ディカルから発売されます。接着性モノマ

ーの4-METAと親水性アミノ酸系重合開

始剤により、湿潤した根管象牙質にも浸

透・重合して良好な樹脂含浸層を形成。さ

らにガッタパーチャポイントとも接着し、

根管象牙質からガッタパーチャポイント

までを一体化させたモノブロック構造で

根管内を緊密に接着封鎖し、細菌の侵入を

抑制します。 

 

【特徴】 

●セルフエッチングのため前処理は不要。

また次亜塩素酸ナトリウム処理後の歯

面でも、親水性アミノ酸系重合開始剤の

還元作用で良好に接着します。 

●室内環境光下で約10分使用可能なので

ゆとりのある操作時間です。また口腔内

では24時間以内に硬化します。 

●アルミニウム 1000%相当以上の X 線

造影性があるため、術後診断が明確にで

きます。 

●レジン系シーラーでありながら、完全硬

化後も軟質な物性であるため、万が一の

再根管治療時にも容易に切削除去が可

能です。 

 

標準価格＝ベースペースト（2.5ml） 

  ・キャタペースト（2.5ml）9,300円 

スペースラインST／モリタ 

＜歯科用チェアユニット＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モリタから発売された“スペースライン

ST”は、水平位診療のコンセプトはそのま

まに、診療をより効率的にするための新た

な機能を組み込んだチェアユニットです。

診療時における自然な姿勢と動作、空間の

有効活用、マイクロスコープ（オプション）

との親和性、患者さんにとっての心地よさ、

3 種類のトレーシステム、タッチレスによ

る衛生管理とオートクレーブ対応、患者説

明など、歯科診療のさらなる効率向上を考

慮しました。 

 

【特徴】 

●フリーアクション、フロアマウント、

PdWの3種類のトレーシステムにより、

診療スタイルに合わせて選択できます。 

●ベースン自動洗浄システムや除菌カート

リッジをはじめ、オプションで給水管

路・バキューム管路クリーンシステム、

フラッシング機能、クリーンウォーター

システム等、衛生管理面も充実。 

●タッチレスオペレーティングライト“ル

ナビューLD”を搭載。 

●チェアタイプは、CTタイプとFTタイプ

（足折れ）の2種類。 

●標準で 8 色の多彩なシートカラーをラン

ナップ。 

 

標準価格＝標準仕様3,486,000円～ 

Oral-Bクリーンキッズ プレミアム 

プロフェッショナル／松風 

＜電動歯ブラシ＞ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松風から子供用電動歯ブラシ“Oral-B ク

リーンキッズプレミアムプロフェッショ

ナル”のポケットモンスターモデルが発売

されました。子供用の小さいヘッドとやわ

らかいブラシが、歯にフィットして左右に

反転するため、優しく、簡単に、短時間で

歯磨きが行え、専用ウェブコンテンツによ

り、かわいいポケモンと楽しく歯磨きが行

えます。 

 

【特徴】 

●通常の回転モードに加えて、お子様の歯

に優しいやわらか回転モードを搭載。乳

歯にも安心して使用できます。 

●専用ウェブコンテンツでは歯磨きする

たびに新しいポケモンが出現！正しい

歯磨き習慣を楽しみながら身につける

ことができます。 

●子供のために特別に設計された電動歯

ブラシなので、3才からでも安全に使用

でき、子供の口の大きさに合わせている

ので届きにくい歯の裏側も磨けます。 

 

患者参考価格＝ 

本体一式  5,400円（税別） 
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★今週の新刊 

『 削らない・抜かない歯科治療 

     ドックベスト療法から原因療法まで 』 

『 エビデンス習得のための統計リテラシー 』 
～歯科医師のための医療統計学～  

 

『 高齢者の状態に合わせた義歯・補綴治療 』 
～フレイル、長期入院後、麻痺、認知症、 

        在宅療養患者の口腔機能改善～ 

月刊「歯科技工」別冊 

『 マテリアルセレクション 』 
～チェアサイドとラボサイドの 

        円滑なコミュニケーションのために～ 

『 小児歯科をはじめよう 』 

ドックベスト療法の基礎知識、メカニズム、施術

の方法、実際の応用例を紹介するとともに、より

確実な効果を得るためのレーザーシステムとそ

の臨床応用、さらには原因療法としての食事療法

を取り入れた予防プログラムまで、小峰メソッド

のすべてを網羅した一冊。 

 

●著 ＝小峰 一雄 

●執筆協力＝矢島 孝浩 

●出版＝デンタルダイヤモンド社 

●価格＝7,000円＋税 

子ども一人ひとりが大切にされているいまだか

らこそ、小児歯科のニーズは高まっています。本

書は、小児歯科のベーシックな知識を体系的に学

べるように編まれた書。小児歯科の“当たり前”

を疑い、最新の知識を手に入れられる一冊。 

  

●編著＝田中 晃伸／仲野 和彦／権 暁成 

●出版＝デンタルダイヤモンド社 

●価格＝8,500円＋税 

総計学的裏付けがあることをエビデンスという。

エビデンスという裏付けがある臨床を EBM と

いう。総計学の“基礎”を知ると、「臨床データ

の見方」「論文のポイント」が驚くほどよくわか

る！歯科医師のための、医療統計学の“基本のキ”

を楽しく明快に解説した一冊。 

 

●著 ＝山本 浩正 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝5,000円＋税   

『 人をポジティブにするはじめての医療コーチング 』 

歯科医師や歯科衛生士をはじめとする歯科医療

従事者はどのように患者に接すればよいのか？

その答えの一つがコーチングです。本書は、歯科

向けに特化した基本的な内容から活用まで、48

頁で学べる一冊。忙しい臨床家もすぐに読めて効

果を実感できるコーチング読本。 

 

●著 ＝尾崎 正雄 

●出版＝デンタルダイヤモンド社 

●価格＝2,500円＋税   

『 しっかり質も高い25分メインテナンス& SPT 』 

「保険の基礎知識編」では、レセプトがすぐに書

けるようにレセプト欄に沿って解説。「症例編」

では実際のカルテからレセプトの記載要領がわ

かるようになっており症例ごとに解説。「歯の基

礎知識編」では歯と周囲組織についての構造、名

称、解剖的なことを解説。保険と歯に関する基礎

的知識の修得のための参考書。 

 

●著 ＝高橋 一祐 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝6,200円＋税  

 

本書は、“しっかり質も高い”仕事を 25 分で仕

上げるノウハウと、そこから先に必要なことまで

を盛り込んだ、画期的な一冊。担当歯科衛生士と

して活躍し続けるために必要な情報が詰まって

おり、“できない”を可能にする、担当DH必携

の書。 

 

●著 ＝長岐 祐子 

●出版＝デンタルダイヤモンド社 

●価格＝4,000円＋税  

 

『 歯科保険請求マニュアル 令和2年版 』 
～歯の知識と請求の実務～ 

あらゆる高齢者への補綴治療および指導プロト

コルを豊富な症例と共に具体的に提示し、要支

援・要介護者に対する咀嚼機能改善、栄養摂取改

善のための基礎知識と実際の治療、指導のポイン

ト等解説。オーラルフレイル・地域包括ケアへの

対応に役立つ一冊。 

 

●編著＝市川 哲雄／水口 俊介／池邉 一典 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝6,500円＋税 

本書は、「マテリアルの評価」「症例の評価」を数

値化し、チェアサイドとラボサイドが客観的にマ

テリアルセレクションが行える指針としてまと

め、また、各種マテリアルの製作法、とりわけ良

好な適合および色調を再現するためのディスク

選択や設計上の注意点についても詳説。マテリア

ルセレクションを行うためのガイドラインとし

て必携の一冊。 

  

●編著＝山﨑 治／高橋 健／都築 優治 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝5,900円＋税 



Vol. 825-2 2020年 7月度 セミナー＆フェア案内 

 

 

 
 

 

 
 

 

開催地 

㈱ジーシー 

～Webで覚える口腔機能検査から管理まで～ 

「口腔機能検査」体験セミナー 

※時間＝各回とも13:00～14:30 

【7月日程】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) 

福岡 

・ 

Web 

●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」 

●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 
 

開催地 

㈱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 

【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： 

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 
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」 

2020年  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 

鹿児島 

●講師：鹿児島大学大学院  

     歯科矯正学分野の先生方及び特別講師 

【ベーシックコース】 

 「成長期の患者における 

検査、分析、診断および治療」 

【アドバンスコース】 

 「永久歯例期の患者における 

検査、分析、診断および治療」 

※第1、2回目は終了いたしました。 

●会場 ：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科棟1（歯学系）4F 医局、他 

●定員 ：ベーシックコース6名程度、アドバンスコース若干名 

     ※アドバンスコースはベーシックコース修了者のみ対象 

●受講料：鹿児島大学歯学部同窓会会員 

      ベーシック250,000円、アドバンス260,000円 

     鹿児島大学歯学部同窓会非会員 

      ベーシック260,000円、アドバンス270,000円 

     ※実習で使用する器具・材料等の費用含む 

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

 

開催地 

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 
 

【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より、本年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」につきましては、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。 
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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～ 

2020年 7月12日(日)、7月29日(水) 

※時間各回10:00～15:00 

熊本 

・ 

Web 

●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 ：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/ 

 

開催地 

モリタWebinar＜無料視聴版＞期間限定 

Digital Dentistry Now and Then！ 

～患者さんに支持される 

     デジタルデンティストリーとは？～ 

2020年 7月15日（水）までの期間限定 

福岡 

・ 

Web 

●講師：北道 敏行 先生 

（兵庫県姫路市開業 

／VITA CERECトレーナー 

     ／㈱モリタCERECトレーナー） 

●会場 ：YouTube限定配信 

●受講料：無料 

●問合せ： ㈱モリタ福岡支店 ℡092-611-7011  

E-Mail：naotomurota@morita.com 担当：室田 

 

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：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 

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。 

 

開催地 

DEAP PRACTICE COURSE 

Denistry Evidence Art Advance 

 Practice Patient（全8回コース） 

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 

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） 

※第1回目は終了いたしました。 

●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 

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～ 

2020年 7月19日(日) 10:00～15:00 

熊本 

・ 

Web 

●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 ：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 

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 

※第1回目は終了いたしました。 

●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 

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 

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。 

※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 

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 
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：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。 

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） 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、 

当初の開催予定から順延での開催です。 

●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  

 

開催地 

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】 

2020年 8月 1日(土) 14:00～18:00 

8月 2日(日)  9:30～16:30 

福岡 

●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） 

●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 
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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！～ 

2020年 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 

熊本 

・ 

Web 

●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 ：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/ 

 

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 

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：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） 

※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 

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～ 

2020年 8月30日(日) 10:00～17:00 

宮崎 
●講師：伊澤 真人 先生 

（高倉歯科マインドクリニック副院長） 

●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 

 

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 

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 
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開催地 

モリタ デジタルセミナー 

これからの歯科医院づくり～つなぐつながる～ 

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 

【1人1台PC実習コース】 

2020年 9月 6日(日) 12:30～17:00 

福岡 ●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 

●定員 ：10名 

●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 

GCサクセスセミナー  

歯科医院開業セミナー 

“厳しい時代の開業を成功に導くポイントは” 

2020年 9月 6日(日) 10:00～15:00 

福岡 

●講師＝廣田 哲哉 先生 

    （医療法人ASWひろた哲哉歯科医院） 

日吉 国宏 先生 

（㈱ディー・ピー・エス コンサルタント） 

●会場 ：㈱ジーシー九州営業所 

●定員 ：20名 

●受講料：GC友の会会員4,400円、会員外13,200円 

（テキスト代・昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 セミナー係 ℡092-441-1286 

 

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：9月12日(土)・13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 

●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） 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、 

当初の開催予定から順延にて開催です。 

●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 
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) 13:00～16:00 

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 

●定員 ：30名 

●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) 10:00～16:00 

宮崎 
●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 ：10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 

 

開催地 歯内療法の幹を学ぶ 2020年 9月13日(日) 10:00～16:00 

福岡 
●講師：石井 宏 先生 

      （東京新橋：歯内療法専門医院開業） 

●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 

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23期：2020年 10月3日(土)  15:00～19:00 

10月4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：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 

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 

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 

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) 9:00～16:00 

福岡 
●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 

 

開催地 

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 

福岡 

●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 

 

開催地 

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) 15:00～19:00 

12月6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、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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