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L2SW／メディカルプログレス
＜ワイヤレス LED ヘッドライト＞

メディカルプログレスから発売された
“L2SW”
（XENOSYS 社製）は、均一な
光をワイヤレスヘッドライトで実現する
ことができるワイヤレス LED ヘッドライ
トシステムです。わずか 26.5g の軽さ（バ
ッテリーS サイズ装着時）で、重みによる
ストレスを感じさせません。また、ライト
の ON／OFF はタッチセンサーで行うこ
とが可能です。
【特徴】
●3 段階の照度調整が可能です。
●バッテリー駆動時間はバッテリーL サイ
ズ装着時で最長 8 時間30 分の長時間使
用を実現。
●バッテリーS サイズとバッテリーL サイ
ズを各 2 個ずつ標準装備しているため、
万が一のバッテリー切れでも素早い対
応が可能です。

標準価格＝本体一式 178,000 円

『 fumocca 』
＜ モモセ歯科商会＞

Neo スペクトラ ST フロー
／デンツプライシロナ

キャナルスペースト
／昭和薬品化工

＜フロアブルレジン＞

＜歯科用根管充填材料＞

デンツプライシロナから発売された“Neo
スペクトラ ST フロー”は、独自の「スフ
ィアテックフィラー」がもたらす容易な色
合わせが可能になり、扱いやすい操作性、
優れた研磨性が特徴のフロアブルレジンで
す。フィラーとレジンマトリックスの屈折
率をあわせることにより、カメレオン効果
を発揮し、1 本シェードで複数の VITA シ
ェードに適合。
わずか 5 色で VITA16 シェ
ードをカバーします。
【特徴】
●スフィアテックフィラーは、粒状フィル
ター技術により、微細なサブミクロンフ
ィラーから作られた平均粒径 15μm の
真球状のフィラーです。このフィラーを
配合することにより、メリハリのある操
作感、器具へのべたつきを防止し、優れ
た研磨性を実現します。
●1 種類の流動性で築盛にも窩底部への充
填にも使用が可能です。
●研磨時には研磨材が当たった部分は微細
なフィラーのみが研削されるので、短時
間で光沢が得られ、優れた研磨性を実現
します。
●2 種類のデンチン色と 1 種類のエナメル
色をレシピ通りに積層することで、より
高い審美修復に対応します。
●色調は A1、A2、A3、A3.5、A4、BW、
D1、D3、E1 の 9 色をラインナップ。
標準価格＝1.8g×2 本入 6,000 円

昭和薬品化工から発売の歯科用根管充填
材料「キャナルス」に、ペーストタイプの
“キャナルスペースト”が新たにラインナ
ップされました。ペーストタイプの A 材と
B 材を練和させて使用するユージノール系
根管充填用シーラです。ペーストタイプな
ので練和が容易で、また基材の量の比率に
より硬さの調節も可能です。
【特徴】
●A 材と B 材の標準比は 1:1 で、同じ長
さで押し出すことで質量が1:1になりま
す。
●A 材および B 材の比率を変えることで、
ペーストのかたさを調節できます。
●硬めのペーストにしたい場合は A 材を
足し、軟らかめのペーストにしたい場合
は B 材を足して、かたさの調節が可能で
す。
●約 165 回の使用が可能です。
（1 回量を
約 5mm【約 0.03g】とした場合）
●細胞親和性が良好です。
●細菌増殖を抑制します。
●練和後の操作可能時間は約 40 分、硬化
時間は 40 分～240 分。
標準価格＝
セット（A 材・B 材各 5g） 11,000 円
単品（A 材・B 材）
各 5,500 円

手を触れずに足踏みで・安心・消毒！
今回ご紹介させていただく商品は、モモセ歯科商会取り扱いにて 7 月 6 日に発売されたばか
りの足踏み式のスプレースタンド『fumocca（フモッカ）
』
（㈱ミッツ販売）です。今や設置が
必須となった消毒スプレーですが、アンケート調査で「他の人が触れているのが気になる」と
の意見が上位にあり開発されました。
消毒剤はプッシュ式で高さ 170mm～260mm のボトルサイズに対応可能です。組立て式な
ので折りたためて収納もでき、材質は軽くて丈夫な帯電防止仕様のプラスチックダンボールを
使用しておりますのでスチール製と比較し非常に安価です。また、汚れが付着しても布で拭く
だけとお手入れも楽にできます。転倒防止対策として背面下部に重しを置けるスペースがあり
ますので予備ボトルを置いておくのもおススメです。是非とも弊社営業担当者へのお問い合わ
せをお待ちしております。

標準価格＝本体一式

8,437 円

●本体重量：約 1.2kg
●耐荷重：2kg
●サイズ：幅 350mm×奥行 310mm×高さ 935mm
●カラー：ホワイト・ブラック
福岡店 営業一課 森田 健朗

Vol. 828-1 2020 年 8 月度 セミナー＆フェア案内

【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、掲載セミナーにつきましては、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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㈱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
【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
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！～
●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
【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
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
●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）
※第 1 回目は終了いたしました。

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

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
●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/
【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
●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。

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
●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
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

●講師：中村 社綱 先生
（インプラントセンター・九州代表
●会場 ：インプラントセンター・九州 研修室（熊本市中央区）
／熊本大学医学部医学科臨床教授
●定員 ：16 名
／デンタルコンセプト 21 最高顧問）
●受講料：600,000 円（100,000 円×6 回）
●ゲスト講師：古谷野 潔 先生
（材料費・昼食費・消費税込）
（九州大学大学院歯学研究院 口腔機能修復学
●問合せ：インプラントセンター・九州
講座インプラント・義歯補綴学分野教授）
℡096-319-1010／Fax096-319-1011
永田 省藏 先生
※第 1 回目は終了したしました。
（熊本市開業／大阪大学大学院歯学研究科
顎口腔機能再建学講座非常勤講師）
第 1 回＝「歯周治療とインプラント治療」
、第 2 回＝「デジタル機器（ファインキューブなど）による診査・診断・治療計画」
、第 3 回
＝「欠損歯列の診断とインプラント治療計画」
、第 4 回＝「インプラント治療と骨造成」
、第 5 回＝「審美・非審美部位のインプラント
治療」
、第 6 回＝「即時荷重と Flapless 手術／総括」
※本コースは、ノーベルバイオケア社、ストローマン社、ジオメディ社の認定コースになっております。
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Fukuoka Clinical Dental Course 2020
開催地

福岡

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 3 回：8 月 22 日(土)・23 日(日)＝初期治療（咬合と炎症）※DT・DH 参加可
第 4 回：9 月 26 日(土)・27 日(日)＝歯周外科
第 5 回：10 月 24 日(土)・25 日(日)＝成人矯正 ※矯正医参加可
第 6 回：11 月 28 日(土)・29 日(日)＝インプラント
第 7 回：12 月 26 日(土)・27 日(日)＝補綴 1
第 8 回：2021 年 1 月 23 日(土)・24 日(日)＝補綴 2
第 9 回：2 月 27 日(土)・28 日(日)＝審美修復 ※DT 参加可
第 10 回：3 月 27 日(土)・28 日(日)＝診断・治療計画・コンサルテーション
※時間：各回とも土曜日 10:00～18:00、日曜日 10:00～17:00

●講師：藤本 博 先生（熊本県荒尾市開業）
●会場 ：デンツプライシロナ㈱福岡支店
徳田 将典 先生（福岡県春日市開業）
●定員 ：16 名
●サブインストラクター：
●申込金：110,000 円（税込）
江川光治先生／佐伯剛先生／國﨑貴裕先生
●受講料：一括 1,100,000 円、分割 110,000 円×10 回（総額 1,210,000 円）
●ゲストスピーカー：木原敏裕先生
●問合せ：FCDC 事務局（ふじもと歯科医院内）
冨永宗嗣先生／飯田啓介先生／木原崇博先生
E-Mail：fcdc@fujimoto-dental.jp 申込 Fax0968-68-3859
※第 1、2 回目は終了いたしました。
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。
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

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）
※第 1、2 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

㈱ヨシダ Web Seminar
WITH コロナ、AFTER コロナの
歯科医院経営を考える

2020 年 8 月 22 日(土) 18:00～19:30 基調講演
8 月 23 日(日) 10:00～13:10 CH1・CH2・CH3 同時開催

開催地
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・
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Web
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福岡

●基調講演：
『WITH コロナ、AFTER コロナの歯科医院を考える～もう一度見直そう保険診療～』
講師：高橋英登先生
●CH1：
『With コロナ時代をデジタルデンティストリーの力で乗り越えよう』
講師：佐藤孝弘先生・増田長次郎先生・山田陽子先生
●CH2：
『日常臨床にパラダイムシフトを！レーザー、ネクストビジョンによる新しい歯科治療』
講師：津川順一先生・山下素史先生・船越栄次先生
●CH3：
『with コロナの経営戦略』
講師：稲吉孝介先生・押村憲昭先生・雨谷祐之先生
※複数の Zoom チャンネルを同時視聴できるセミナーです。
お申込み QR コード
※8/23 のセミナーは当日から 1 週間、動画で振り返り受講が可能です。
●受講料：無料
●申込み：ヨシダ G-PLUS 会員登録が必要です。詳細につきましては、https://www.yoshida-dental.co.jp
●問合せ：㈱ヨシダ デジタルマーケティング GP（担当：柳・浅井） ℡03-3845-2618 E-mail：g-plus@yoshida-dental.co.jp

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

●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
※第 1 回目は終了いたしました。
●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
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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！」
●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）
※第 1 回目は終了いたしました。

ようこそ！UK ショールームへ！

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

2020 年 9 月以降開催予定（来場予約制）

●ユニットメーカー：
カボデンタルシステムズ・ジーシー
●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 3F UK ホール
・タカラベルモント・モリタ・ヨシダ
●問合せ：㈱UK デンタル熊本店 ℡096-377-2555
●テーマ別展示（期間限定）順次開催予定
主要メーカー5 社による最新ユニットの常設展示をはじめ、
開催期間にて、
今注目の機器をテーマ別に展示いたします。
展示会でもない！
単独メーカーショールームでもない！・・・with コロナ時代における密を避けた機器比較見学会です。皆様のご都合に合わせてゆっく
りと機器の見学・体験をいただけます。是非ともご来場をお待ちいたしております。
UK コース in 福岡
第 2 回：9 月 5 日(土)・6 日(日)、第 3 回：10 月 3 日(土)・4 日(日)
第 13 期 GDS 総義歯学 各論コース 2020
第 4 回：10 月 31 日(土)・11 月 1 日(日)、第 5 回：12 月 5 日(土)・6 日(日)
総義歯学を学ぶ！2day×6 回コース
第 6 回：日程未定
GDS 6momth-Rebon（補綴・咬合総合コース） ※土曜日＝14:00～19:30、日曜日＝10:00～16:30
●講師：松本 勝利 先生
●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール
（GLOBAL DENTAL SYSTEM 代表
●定員 ：17 名様限定（お申込先着順）
／福島県開業）
●受講料：歯科医師様 660,000 円（消費税込）※分割支払い可
※日歯生涯研修認定セミナー！
●オブザーバー受講料：1 回当り 27,500 円
※第 1 回目は終了いたしました。
（過去 2 年受講生様限定・座席数制限有）
※新型コロナ感染拡大の影響を受け、第 2 回目開催
●問合せ：㈱UK デンタル企画室 ℡096-377-2555
を 9 月から予定しております。
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

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 ：150 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

開催地

福岡

開催地

福岡

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～
2020 年 9 月 6 日(日) 12:30～17:00
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】
●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2Ｆ会議室
●定員 ：10 名
●講師：吉嶺 真一郎 先生（鹿児島市開業）
●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
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”
●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）

2020 年 9 月 6 日(日) 10:00～15:00
●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
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開催地

福岡
・
Web

第 1 回：9 月 6 日(日)、第 2 回：11 月 22 日(日)
第 3 回：2021 年 2 月 7 日(日)、第 4 回：4 月 25 日(日)
第 5 回：6 月 27 日(日)、第 6 回：9 月 12 日(日)
※時間：各 10:00～13:00
※6 回目のみ 10:00～17:00 会場あり（Zoom 参加可）
●会場 ：Zoom によるオンラインセミナー
●講師：山本 温子 先生
6 回目のみ＝博多バスターミナルビル 9F
（歯科衛生士
●受講料：通常価格 59,400 円
／Hygeia 専属 OJT インストラクター） ●問合せ：㈱Dental Hygeia 事務局 ℡092-710-1411 担当＝松崎
西依 亜矢 先生
E-mail：office@dental-hygeia.com
（歯科衛生士／㈱Dental Hygeia 代表取締役）
仕事美人 Dental Hygeia
管理職養成講座オンライン 6 回コース

HP：https://www.dental-hygeia.com

開催地

臨床歯科技工学ポストグラジュエートコース 5 期生
～CAD/CAM 時代にも対応した
力学と生理学から見た歯冠修復学・総義歯学
・インプラント技工学を考慮した咬合学～

久留米

●会場 ：㈱UK デンタル久留米店 3F UK ホール
●定員 ：12 名
●講師：佐藤 幸司 先生
●受講料：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にて開催です。
●問合せ：ハーモニー・デンタル平塚
℡090-8831-0429／Fax 0942-22-8170

開催地

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

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。

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

●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

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：歯内療法専門医院開業）

開催地

熊本

㈲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

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
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

●講師：
東 克章 先生（日本歯周病学会指導医／熊本市開業）
●会場 ：栃原歯科研究室 5F（熊本市中央区下通）
栃原 秀紀 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
林 康博 先生（日本歯周病学会指導医／菊池市開業）
※5 回合計（10 日間）500,000 円
緒方 克哉 先生（日本歯周病学会認定医／熊本市開業）
※材料費・日曜日昼食費・消費税込
上田 幸子 先生（日本歯周病学会認定歯科衛生士）
●問合せ：㈲東臨床歯周病研究所 ℡&Fax096-343-3357
※第 1 回目は終了いたしました。

Vol. 828-3 2020 年 8 月度 セミナー＆フェア案内

開催地

福岡

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 23 期：2020 年 10 月 3 日(土) 15:00～19:00
10 月 4 日(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 ：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

“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 10 月 4 日(日) 12:30～16:30

福岡

●講師＝柴原 由美子 先生
（福岡県北九州市／歯科医師／ライフセラピスト）
下田 裕子 先生
（水上歯科クリニック歯科衛生士）

●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

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) 9:00～16:00

●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
2020 年 11 月 15 日(日) 10:00～16:30
「SRP のコツをつかんで、歯周治療の成果につなげます」
●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

●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）

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

●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
発行：株式会社 UK デンタル
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