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スマートクレーブ HSS／モリタ

プロキシオ／白水貿易

＜小型包装品用高圧蒸気滅菌器＞

＜プロフィーコントラアングル＞

シカハンドクリーンジェル
／大榮歯科産業
＜ハンドジェル＞

モリタから発売された“スマートクレーブ
HSS”は、タービンやコントラなど内腔物
の滅菌が可能な加圧脱気方式を採用した
小型オートクレーブです。加圧脱気方式
は、チャンバー内の圧が上がった状態で電
磁弁を開放し、チャンバー内の空気を排出
すると同時にハンドピース内部に強制的
に蒸気を送り込む方式です。
【特徴】
●滅菌だけでなく、乾燥時もチャンバー庫
内が 134℃以下に温度制御されており、
器具を傷めにくい低温乾燥を実現。
●滅菌モードは、HP（ハンドピースモー
ド）
・134℃・121℃の 3 種類から選択
でき、乾燥モードは標準・低温・乾燥な
しの設定が可能です。
●前開きタイプで被滅菌物の出し入れが
しやすく、チャンバー内の清掃も容易で
す。
●冷却時間がなく連続運転が可能です。効
率よく滅菌でき、診療環境を円滑に整え
ます。
標準価格＝本体一式 420,000 円

白水貿易から発売された“プロキシオ”
（W&H 社製）は、従来品に比べてヘッド
サイズが4mm 低く設計されたプロフィー
専用のコントラアングルです。革新的なス
リムさ、細さを実現。狭い領域や臼歯への
アクセスが容易で、カップが短くネックは
スリムなほど、施術エリアの視認性に優れ
ています。
【特徴】
●人間工学に基づいたデザインとスリム
ネックで手にフィットし、また、疲れに
くいコントラアングルです。
●滑らかな表面設計なのでお手入れが簡
単。洗浄消毒器での洗浄・消毒および滅
菌が可能です。
●W&H 社製のプロフィーカップとブラシ
も同時発売。カップは軸長が短いため、
研磨ペーストがヘッド部に入りにくい
設計です。

標準価格＝本体一式
63,000 円
カップ（12 個入）1,300 円
ブラシ（12 個入）1,900 円

大榮歯科産業から発売された“シカハンド
クリーンジェル”は、韓国コスメブランド
「Let’s Skin」で開発された除菌ジェルで
す。エタノール濃度は 75%で、アシアチコ
シド配合とヒアルロン酸配合により、手指
の除菌と再生保湿を実現した 2in1 ハンド
ジェルです。
【特徴】
●CICA-CARE（シカケア）に含まれてい
る「アシアチコシド」は亜熱帯地域に広
く生息する野生の多年草で、野生のトラ
が傷ついた時ツボクサに体をこすり付け
たという伝説があり、そのことから別名
タイガーズハーブとも呼ばれ、古くから
インドやアフリカを中心に民間療法の薬
として用いられています。
●保湿効果の高い「ヒアルロン酸 Na」を配
合することで、手指に潤いを与えます。
●塗った瞬間、さわやかな清涼感を感じる
ウォータージェルタイプです。乾燥後、
ベタつき感がなくさわやかな使用感を与
えます。
標準価格＝ポンプボトル（500ml 入）
オープン価格

『 コメット ZR ダイヤバー <FG> 』
＜ モモセ歯科商会 ＞

ジルコニアの調整・撤去に最適！
今回ご紹介させていただく商品は、ジルコニア研削用の『コメット ZR ダイヤバー
（FG）
』です。高強度で調整に手間のかかるジルコニアですが、コメットの ZR ダイヤ
バーはジルコニアより硬いダイヤモンドを３層コーティングの上にさらに特別層を設け
高密度に充填されたダイヤバーになります。専用ボンディング層でダイヤ粒子をしっか
りグリップしているので、陶材はもちろんジルコニアやプレスセラミックスでもスムー
ズに研削できます。また、コース・ミディアム・ファインと３種類のダイヤ粒子があり
ますので、撤去・形成付与・コーピング調整・裂孔付与・穿通・咬合調整・内面調整と
それぞれに合わせた形態が揃っているのも魅力です。
実際にお使いいただいた先生からも「形態の種類も多いし１本からでも購入できるの
がいいね。
」と好評です。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。

標準価格＝1 本入 1,200 円～1,500 円
5 本入 6,000 円～7,500 円

大分店 営業課 添田 義治
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★UK Boost 企画 除菌・消臭スプレー“ステリナ”のご案内！

瞬間除菌率 99.9%

次亜塩素酸ナトリウムの力で細菌やウイルスを協力除菌！
日本歯科商社とのタイアップ企画といたしまして、日本歯科商社から好評発売中の除菌・消
臭スプレー“ステリナ”を 9 月 18 日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたします。期間
中に限り、ご希望のお客様には『院内ポスター』（A3 サイズ）をプレゼントいたします。
特別価格等、詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。
【ステリナの特徴】
●細菌やウイルスにあるタンパク質成分を瞬時に分解し、不活性化することで除菌効果を
発揮します。ノロウイルス、インフルエンザウイルス、大腸菌、O-157 にも対応。
●従来に見られるような、臭い成分を包んで隠したり、他の臭いでごまかすなどというよ
うなことなく、臭い成分そのものを分解し消臭します。
●弱アルカリ性なので、万が一、直接口に入ってしまった場合も人体に危険がありません。
●成分純度がとても高いため、成分が安定し自然分解が起こりにくく、約 1 年で有効塩素
濃度の減少率が 10%未満と成分保持が非常に長時間持続します。
●空間に浮遊、衣類・家具等に付着している花粉やハウスダストなどのアレルギー原因と
なるアレルゲン物質を無効化するため、アレルギー対策への効果が期待できます。
●塩素系製品でみられるような腐食の心配がないので、金属加工品や精密機器、繊維製品
や衣類などがある場所においても安心して使用できます。
●ステリナの臭気レベルは次亜塩素酸ナトリウムの 1/100 以下です。
●ウイルスと接触している間は商品の成分が残る限り持続して除菌をし続けます。
ステリナ 300ml スプレータイプ 標準価格＝1,300 円

★今週の新刊

『 DD Basics 01 Tooth Preparation
【支台歯形成】 』
時代を選ばない臨床基本手技を、
時代に合わせた
切り口と見せ方で展開する“DD Basics”のシ
リーズ第一弾は、
「支台歯形成」
。文章による理論
とエビデンスの解説、
シェーマの使用は最小限に
とどめ、
臨床写真を用いたビジュアル重視の頁構
成で展開し、さらに、図版や文章ではわかりにく
い手技のポイントを動画で補足した一冊。
●著 ＝小山 勝久
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝7,000 円＋税

『 口腔インプラント治療指針 2020 』
～検査法・診断からリスクマネジメントまで～

今改訂では『口腔インプラント治療指針』と『口
腔インプラント治療とリスクマネジメント』の 2
冊を統合・合冊し、より使いやすい治療指針とす
るべく、多くの項目でブラッシュアップをはかっ
た書。臨床の現場で実際に活用できる口腔インプ
ラント治療に対しての最新のガイドライン。
●編 ＝公益社団法人
日本口腔インプラント学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝３,000 円＋税

『 有病者歯科治療ハンドブック 医科×歯科 』

歯科診療で遭遇する可能性の高い 113 の全身疾
患を選択し、実践的な項目にわけてその詳細を見
開き 2 ページで解説。
有病者の歯科治療を開始す
る前はもちろん、医科からの診療情報提供書（紹
介、照会、返信）を読むときや、作成する際にも
活用できる一冊。
●監修・編集＝和気 裕之／依田 哲也
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝6,500 円＋税

『 歯科が知っておきたい NST 』
～栄養と食生活指導のエッセンス～

疾患別に気をつけたい食生活の基礎知識が学べ、
また、現役管理栄養士からのアドバイスは日常臨
床の歯科保健指導に役立ちます。さまざまなステ
ージにある高齢者の食生活指導のヒントが満載
の一冊。
●編著＝古屋 純一／斎藤 恵子／豊島 瑞枝
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,500 円＋税
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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により、当社主催のセミナーを含めました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。

開催地

熊本

ようこそ！UK ショールームへ！
●ユニットメーカー：
カボデンタルシステムズ・ジーシー
・タカラベルモント・モリタ・ヨシダ
●テーマ別展示（期間限定）
・9 月 ：滅菌関連機器展示中！
・10 月：ＩOS・CAD/CAM 機器展示予定
・11 月：マイクロスコープ・双眼ルーペ展示予定

2020 年 9 月以降継続的に開催中！（来場予約制）

●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 3F UK ホール
●問合せ：㈱UK デンタル熊本店 ℡096-377-2555

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。

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

【9 月日程】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」

開催地

㈱ジーシー GC Web セミナー
（GC 友の会限定）
【第 1 弾】修復特集

Web

【Web セミナー内容】
●審美修復の最先端テクニックを解説
保坂 啓一 先生（東京医科歯科大学大学院医歯学
総合研究科う蝕制御学分野教授）
●確実な接着技術を解説
大谷 一紀 先生（東京都台東区：大谷歯科クリニック）

開催地

デンツプライシロナ「歯科の森」
Special Online Seminar

Web

【Web セミナー内容】
・9 月 9 日(水)：須崎 明 先生（ほんだ歯科）
『シンプルイズベスト
～デジタルだからこそ出来る臨床応用～』
・9 月 16 日(水)：飯田 啓介 先生（メルサ飯田歯科）
『歯科医療と AIRWAY』
・9 月 23 日(水)：野原 栄二 先生（野原歯科室）
『ガイデッドサージェリーでより
安心・安全なインプラント治療へ』
・9 月 30 日(水)：小牧 令二 先生（美江寺歯科医院）
『効率の良い基本歯周治療～感染対策のコスト低減～』

●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

2020 年 9 月以降いつでも視聴可能

●会場：GC 友の会会員限定専用 Web ページ
●友の会会費：歯科医師会員 8,800 円
勤務歯科医師会費 3,300 円（消費税込）
※会期：2020 年 10 月 1 日～2021 年 9 月 30 日
※特別先行申込キャンペーンにて Web セミナーが全て今すぐ見れます！
●問合せ：㈱ジーシーDIC ℡0120-416480

2020 年 9 月 9 日(水)、9 月 16 日(水)、9 月 23 日(水)
9 月 30 日(水)
※時間：各回 20:00～21:00
※10 月以降も継続的に開催！

●会場：Microsoft Teams オンラインシステム
●受講料：視聴無料
●申込み：http://bit.ly/2Nrrlu9
お申込 QR コード
●問合せ：デンツプライシロナ㈱中部リージョン
℡052-251-8467
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開催地

イボクラールビバデント㈱
SR ビボデント S／SR オーソシット S
Web セミナーLIVE

Web

【Web セミナー内容】
●『SR ビボデント S による
日本人の顔貌へ調和する前歯排列の応用例』
岩城謙二先生（㈱Dental Labor IDT）
●『Update！チェアサイドでの人工歯選択』
松田謙一先生（ハイライフ大阪梅田歯科医院）

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】

9 月 10 日(木) 19:00～20:00：岩城謙二先生
9 月 23 日(水) 20:00～21:00：松田謙一先生

●会場 ：オンラインシステム
●定員 ：各回 500 名
●受講料：無料（事前登録制）
●申込 ：http：//www.ivoclarvivadent.jp/jp/

education/courses-in-japan-/
●問合せ：イボクラールビバデント㈱ ℡03-6801-1301

詳細ページへ！
QR コード

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、2 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

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

福岡

●講師：宮地 秀彦 先生（京都府長岡京市開業）

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

イボクラールビバデント㈱
ＩPS e.max 発売 15 周年記念
WEB セミナー

Web

国内はもとより、世界中でご活躍のイボクラールビバ
デント社のセラミックインストラクターによる、様々
な観点から捉えた、プレスセラミックスの審美補綴セ
ミナーが、新しい講演形式の WEB セミナーで開催に
なります。

2020 年 9 月 13 日(日) 13:00～16:00

●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

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

9 月 17 日(木)：脇田太裕先生
9 月 24 日(木)：森口光成先生
10 月 8 日(木)：都築優治先生
10 月 22 日(木)：赤坂政彦先生
11 月 5 日(木)：黒田貴代江先生 11 月 12 日(木)：佐々木正二先生
11 月 19 日(木)：片岡繁夫先生
※時間＝各回 20:00～
●会場 ：オンラインシステム
●定員 ：各回 1,000 名
●受講料：無料（事前登録制）
●申込 ：http：//www.ivoclarvivadent.jp/jp/

education/courses-in-japan-/
●問合せ：イボクラールビバデント㈱
℡03-6801-1301

詳細ページへ！
QR コード
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開催地

宮崎
・
Web

開催地

熊本

UK Web セミナー in 宮崎
3D プリンター カーラプリント 4.0
今後の有効性について
●講師：奥村 靖廣 氏
（クルツァージャパン㈱
デジタルソリューション事業部）
●協賛：クルツァージャパン㈱

㈲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

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）
※第 1、2 回目は終了いたしました。

開催地

㈱ジーシー Online Seminar
口腔機能低下症を知ろう
～WEB で学ぶ口腔機能検査と管理・指導～

熊本

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。

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

開催地

●会場 ：Zoom オンラインシステム
●定員 ：5 施設（１施設何名様でも参加可能）
●受講料：無料
●問合せ：㈱UK デンタル宮崎店 ℡0985-35-6533

精度とスピードを兼ね備えた３Ｄプリンター“カーラプリント 4.0”の特徴について、デモンストレーションを交えながら解説いただき
ます。デンチャーのパーシャルフレーム・クラウン&ブリッジのワックスアップ、そして 3D プリントデンチャー等、今後の有効性につ
いても解説いただきます。

開催地

福岡
・
Web

2020 年 9 月 17 日(木) 18:30～19:30

●講師：鈴木 宏樹 先生
（福岡県糟屋郡：篠栗病院歯科）

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）
※第 1、2 回目は終了したしました。

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

2020 年 9 月 24 日(木) 18:30～19:45

●会場：Microsoft Teams によるオンライン
●定員：50 回線（1 回線何名でも参加可）
●受講料：1 回線 2,500 円（消費税込）
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286

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。

Vol. 832-3 2020 年 9 月度 セミナー＆フェア案内

Fukuoka Clinical Dental Course 2020
開催地

福岡

開催地

熊本
・
Web

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 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、3 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。
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、2 回目は終了いたしました。

第 3 回：9 月 27 日(日) 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

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：10 月 3 日(土)・4 日(日)、第 3 回：10 月 31 日(土)・11 月 1 日(日)
第 4 回：12 月 5 日(土)・6 日(日)、第 5 回：2021 年 1 月
第 6 回：2 月
※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。
※新型コロナ感染拡大の影響を受け、第 2 回目開催
を 10 月から予定しております。

●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

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

DH ステップアップ講演会オンラインセミナー
“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 10 月 4 日(日) 12:30～16:30

福岡
・
Web

●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 ：オンラインシステム
●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
●申込期限：9 月 18 日迄
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286
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開催地

福岡
・
Web

開催地

福岡

開催地

福岡

UK Web セミナー
経営者と歯科衛生士が語る！
レーザー、ネクストビジョンによる新しい歯科治療
●講師：山下素史先生（福岡市：山下歯科医院院長）
「ネクストビジョンで変わる新しい診療スタイルと
半導体レーザーの可能性
～Covid19 時代に適した～」
●講師：谷山香織先生（フリーランス）
「次世代のマイクロスコープ、
ネクストビジョンの活用法を探る」
●講師：船越栄次先生（福岡市：船越歯科医院院長）
「レーザーとネクストビジョンを用いた
歯周治療への活用」
DEAP PRACTICE COURSE
Denistry Evidence Art Advance
Practice Patient（全 8 回コース）
●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、3 回目は終了いたしました。

2020 年 10 月 11 日(日) 10:00～12:30

●会場 ：Zoom オンラインシステム
●定員 ：100 名様
●受講料：無料
●申込み：近日中にセミナーパンフレットにて受付を開始いたしいます。
●協賛 ：㈱ヨシダ
●問合せ：㈱UK デンタル企画室 ℡096-377-2555

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

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

●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業）

第 6 期：2020 年 11 月 14 日(土) 15:00～19:00
11 月 15 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：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

JACP 日本臨床歯周病学会九州支部
令和二年度 第一回支部教育研修会
学びを止めるな！
～困難を乗り越えて 新しい形への挑戦～
●講師：池上 龍朗 先生（富山歯科クリニック）
延田 つぼみ 先生
（溝上歯科学研都市クリニック）
川畑 正樹 先生（かわばた歯科医院）
吉田 茂 先生（吉田しげる歯科）

2020 年 11 月 15 日(日) 9:30～13:10
●会場 ：Zoom ウェビナーオンラインシステム
●受講料：正会員・準会員 A・準会員 B 無料
JSP 会員を含むJACP 非会員は歯科医師、
歯科衛生士、
その他スタッフ問わず全て 1,000 円
●申込み：上記 QR コードより（申込締め切り 10 月 31 日迄）
●学会 HP：http://www.jacp.net/info/shibu/7/
●問合せ：研修会事務局（富山歯科クリニック 池上龍朗先生）
℡093-651-1611 E-Mail：info@tomiyama-dc.jp

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
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
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開催地

福岡
・
Web

開催地

福岡

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
／Hygeia 専属 OJT インストラクター） ●受講料：通常価格 59,400 円
●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）
※第 1 回目は終了いたしました。
HP：https://www.dental-hygeia.com
仕事美人 Dental Hygeia
管理職養成講座オンライン 6 回コース

モリタ友の会クリニカルチャー研修会
2020 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～
●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）

2020 年 11 月 28 日(土) 13:00～17:30
11 月 29 日(日) 9:00～16:00

●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

モリタ友の会クリニカルチャー講演会
審美修復治療において
チェアサイドですべきこととは・・・
～Seeing is believing～

2020 年 11 月 29 日(日) 13:00～16:00

鹿児島

●講師：六人部 慶彦 先生（大阪市北区開業）

●会場 ：鹿児島県市町村自治会館 403 号室
●定員 ：30 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
●問合せ：㈱モリタ鹿児島営業所セミナー係 ℡099-251-1778

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

開催地

福岡

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
わかる！出来る！超音波スケーラーの上達法
長期メインテナンスを定着させるための
超音波デブライドメント

2021 年 1 月 17 日(日) 10:00～16:00

●講師：田島 菜穂子 先生
（日本歯周病学会認定歯科衛生士）

●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

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：2021 年 3 月 13 日(土)・14 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

福岡
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