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『CAD/CAM冠用材料Ⅳ（前歯用）』 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準価格＝ 

カタナアベンシアN（5入）    26,150円 

セラスマートレイヤー（5入）  26,200円 

KZR-CAD HR4 E-VA（5入）23,250円～ 

 

フェイスシールドTｉ／ニッシン 

＜フェイスシールド＞ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニッシンから発売された“フェイスシール

ドTｉ”は、チタン製ホルダーを採用した

フェイスシールドです。アレルギーを起こ

しづらく肌に優しい、軽くて強くてしなや

か（弾性）、また汗や整髪料による変色・

腐食もなく、医療現場でも安心の金属を採

用したフェイスシールドです。 

 

【特徴】 

●チタン製ホルダーは、アルコール消毒や

紫外線殺菌も可能なので繰り返し使用

が可能です。 

●長時間かけていても疲れにくい設計で

す。 

●眼鏡をしたままでも装着が可能です。 

●素材から製造まで全て日本製。 

●男女兼用のフリーサイズで、お手持ちの

ヘアゴムを付けることでフィット感が

増します。 

●別売で替えシールド（10 枚入）も同時

発売。 

 

標準価格＝セット（ホルダー1個 

・シールド3枚）2,100円 

    替えシールド（10枚）1,300円 

コエックス450ミリングマシン 

／ヨシダ 

＜CAD/CAMミリングマシン＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨシダから発売された“コエックス450ミ

リングマシン”は、ハイパワー&ハイトルク

スピンドリルにより、チタンディスクも加

工可能なミリングマシンです。1.28kW、

最大60,000rpmのハイパワースピンドリ

ルを搭載し、硬質材料であるチタンのクラ

ウン・ブリッジやチタンフレーム等の作製

が可能です。 

 

【特徴】 

●C 型クランプのカートリッジアームによ

り、前歯部を垂直方向からアプローチで

きるため、フルアーチの補綴物やデンチ

ャー等幅広い症例の作製が可能です。 

●総重量 250kg の頑丈な筐体と、細かな

高精度のステッピングモーターにより、

ブレの無い安定した切削が可能です。 

●本体サイズ：W790mm×D790mm×

H1,645mm。 

 

標準価格＝本体一式 8,500,000円 

ウルティマ 

／ビーエスエーサクライ 

＜常温重合レジン＞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビーエスエーサクライから発売された“ウ

ルティマ”は、日本・ヨーロッパ・アメリ

カ（シグマアルドリッチモーク製）の原材

料のみを使用した、世界各国で使われ高い

シェアを誇るEVOPLY社製の常温重合レ

ジンです。最新のポリマーコーティングテ

クノロジーと粒度バランスの最適化によ

る高い審美性と優れた機械的物性により、

テンポラリークラウンからプロビジョナ

ルレストレーションまで幅広く使用でき

ます。 

 

【特徴】 

●筆済みしやすく、また練和開始45～60

秒でモチ状となり、付形操作時間が長く

その後シャープに硬化します。チェアー

タイムの短縮に役立ちます。 

●低収縮のため、優れた適合性、低発熱・

低臭気性で患者さんの負担を軽減しま

す。 

●硬化後の硬度が高く、表面滑沢・色調が

長期にわたり持続します。 

●色調はA2、A3、B1、C3の4色をラ

インナップ。 

 

標準価格＝セット（4色入）  6,800円 

パウダー（45g）   1,500円 

リキッド（100ml） 1,800円 

保険診療にも審美性を！ 
 

今回ご紹介させていただきますのはCAD/CAM冠用材料Ⅳ（前歯用）です。2020年9

月 1 日 特定保険医療材料一部改正で、CAD/CAM 冠について、前歯に適応範囲が拡大す

ることとなりました。11月1日時点に於いて、クラレノリタケデンタル㈱、㈱ジーシー、

ヤマキン㈱よりCAD/CAM冠用材料Ⅳが販売されております。強度面の物性に関しては先

に保険収載された小臼歯用CAD/CAM冠用材料Ⅱと同様ですが、前歯用に定義された特徴

として、①無機質フィラーの一次粒子径の最大径が5㎛以下であること。②切縁部色と歯頚

部色、及びこれらの移行色を含む複数の色調を積層した構造であること。この特徴により前

歯部の症例に対応する審美性を有します。 

臨床でご使用された先生からは、「想像していたよりもキレイに仕上がっていた。」とのご

感想を、また作成された技工所様からは、「症例にもよりますが、A2、A3 は前装冠よりも

キレイに自然に仕上がっているようです。前装冠用の硬質レジンと違い、CAD/CAM 冠用

ブロックは重合度が高いので変色の少なさなどの期待も出来るのではないでしょうか。」との

ご感想をいただきました。CAD/CAM 冠用材料に関するお問い合わせは弊社営業担当者ま

でお願い致します。また、この機会にCAD/CAMや IOSのご導入をご検討のお客様は、是

非弊社営業担当者へご相談くださいますようお願い致します。 
 

                                          熊本店 営業五課 江尻 文旭 



Vol.  844-1 発行日 2020年 12月 7日 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

★今週の新刊 

『 リピート化するホワイトニング・クリーニング 』 
～ホワイトエッセンスが実践する技術&ノウハウ～ 

『 リンゴ丸かじりができる 

    今井メソッドコンプリートデンチャー 』 
～片側性・両側性咬合平衡に深く配慮した全部床義歯～ 

 

『 ほんとうにあった歯科医院の労務トラブル 』 

DHstyle増刊号 

『 歯科衛生士のための小児歯科のきほん 』 

別冊QDT 

『 ジャパニーズ エステティック  

デンティストリー 2021 』 

「ニーズがあるはずのホワイトニング患者がリ

ピート化しない！」。本書はその理由を明らかに

するため、470,856名の患者データを徹底的に

解析し、“クライアントが継続的に通いたくなる

ホワイトニング”とは何かを科学的に立証。「ど

れくらい白くなるの？」「痛くないの？」「何回通

えばいいの？」ホワイトニングのこれまでの常識

が覆される一冊。 

  

●著 ＝大河原 典果 

●出版＝クインテッセンス出版 

●価格＝7,500円＋税 

本書では、義歯の基本技術を突き詰め、製作に関

するさまざまな要素を再確認し、“痛い、外れる、

噛めない”理由を考え、トップダウンで考えて再

構築した“違和感のない、外れない、噛める、飲

み込める”義歯である「今井メソッドデンチャー」

（通称：すっぽんデンチャーの進化形）を紹介し

た一冊。 

 

●著者＝今井 守夫 

●出版＝デンタルダイヤモンド社 

●価格＝12,000円＋税 

『 歯列不正・不正咬合の患者が来院したら 』 
～補綴的処置の選択基準と矯正治療介入のタイミング～ 

歯列不正・不正咬合の機能性と審美性改善のため

のアプローチ法を主に①永久歯列完成前後から

の矯正治療、②先天的な疾患に対する補綴治療、

③成人における咬合の維持・修正・再構成を行う

という 3 タイプに分け、小児・若年期・成人な

どの 16 症例を通して、「歯列不正」・「不正

咬合」の患者に行う補綴治療、矯正治療の役割を

明確化した一冊。 

 

●著 ＝山影 俊一／山影 章子 

●出版＝クインテッセンス出版 

●価格＝11,000円＋税   

『 歯の外傷で小児が来院したら 』 
～泣いてた親子を笑顔で帰す～ 

院長や先輩スタッフが、新人に最初に覚えてほし

いこと、できるようになってほしいことを中心

に、新人スタッフの歩みにあわせて、2段階で活

用できるようにまとめた書。「新人を教えるため

の教材がほしい！」という歯科医院に最適な一

冊。 

 

●著 ＝吉田 元 

●出版＝インターアクション 

●価格＝4,300円＋税  

 

口腔の外傷の正確な診断には時間を要するが、継

続管理は後遺症の早期発見・早期治療を可能にし

て、治療率を高め、健全な口腔を育てます。口と

歯の外傷で「何が起こっているのか？」「何をす

べきか？してはいけないか？」を多くのイラスト

と図で解説した、急患を余裕で乗り切る、見えな

い損傷に備える知恵満載のガイドブック。 

 

●著 ＝宮新美智世 

●出版＝クインテッセンス出版 

●価格＝8,000円＋税  

 

『 1ヶ月で即戦力！今日からできる！ 

       デンタルスタッフビギナーズ 』 
～歯科業務の基本から～ 

歯科医院経営において、永遠の課題の一つに“ヒ

ト”の問題があります。院長とスタッフ、スタッ

フ動詞など、トラブルや揉めごとの事例は枚挙に

暇がありません。本書では実際に起こったトラブ

ル事例とその解決策を学び、心地よい環境づくり

の第一歩に役立つ一冊。 

 

●著 ＝北川 淳 

●出版＝デンタルダイヤモンド社 

●価格＝3,600円＋税 

歯科衛生士が最低限押さえておきたい小児歯科

の基本事項を、読んで学んで、書き込んで身につ

けることを趣旨とした書。若手歯科衛生士はもち

ろん、知識が曖昧で整理できていない中堅歯科衛

生士、新人教育を担当するチーフや院長など、あ

らゆる方が活用できる一冊。 

 

●編集委員＝仲野 和彦／権 暁成／田中 晃伸 

●出版＝デンタルダイヤモンド社 

●価格＝3,200円＋税 

本誌は、Quintessenz Verlag （ドイツ）発行

の「the International Journal of Esthetic 

Dentistry」の日本版。創刊7年目を迎え、今年

も強力な著者陣に執筆を依頼。気鋭からマスター

クラス、そして大学教授に至るまで、日本が誇る

著者陣が誌面を彩った、最先端審美症例が満載の

一冊。 

  

●編集委員長＝山﨑 長郎 

●出版＝クインテッセンス出版 

●価格＝6,400円＋税 
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開催地 ようこそ！UKショールームへ！ 2020年 年内継続開催中！（来場予約制） 

熊本 

●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） 

・12月：超音波スケーラー・歯面清掃器 

              （各メーカー・各種） 

●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 

MDSCオープン記念 

MORITA Forum Webinar 2020 

デジタルデンティストリー革命 

～Digital Solutionがもたらす歯科医療の未来～ 

2020 年 12月1日より配信中～2021年 1月11日(月)迄 

Web 

●講師：千葉 豊和 先生（医療法人社団豊翔会理事長） 

    山本 恒一 先生 

（医療法人スマイルプラン理事長／㈱Co.lab代表） 

    筒井 大輔 先生（筒井歯科医院副院長） 

    北道 敏行 先生（きたみち歯科医院院長） 

新井 嘉則 先生 

（日本大学歯学部歯科放射線学講座教授） 

●対談：山﨑 長郎 先生 × 天野 敦雄 先生 

●会場 ：オンデマンド配信 

●聴講料：モリタ友の会会員4,400円 

未入会8,800円 

●問合せ：㈱モリタ大阪本社セミナー係  

℡0120-988-291 

 

開催地 

MDSCオープン記念 

MORITA Forum Webinar 2020 

予防歯科の新たな展開！ 

医科歯科連携から読み解く口腔疾患 

～「Cresmile」予防歯科をすべての人に～ 

2020 年 12月1日より配信中～2021年 1月11日(月)迄 

Web 

●講師：天野 敦雄 先生 

（大阪大学大学院歯学研究科予防歯科学教授） 

    三上 格 先生 

（医療法人社団みかみ歯科・矯正歯科医院院長） 

    若林 健史 先生（若林歯科医院院長） 

    櫛橋 幸民 先生 

（昭和大学頭頸部腫瘍センター講師） 

●対談：山﨑 長郎 先生 × 天野 敦雄 先生 

●会場 ：オンデマンド配信 

●聴講料：モリタ友の会会員4,400円 

未入会8,800円 

●問合せ：㈱モリタ大阪本社セミナー係  

℡0120-988-291 

 

開催地 
㈱ジーシー九州エリア Webセミナー 

コンテンツを追加&実習セット付 

※時間＝各回とも13:00～14:15 

●会場：Microsoft Teamsオンラインシステム 

●定員：各回50名 

●受講料：GC友の会会員無料、スタッフ会員・会員外3,300円 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 

福岡 

・ 

Web 

【コンテンツ】 

●プリニアスマイル音波振動歯ブラシセミナー：12月9日(水) 

●歯みがきペーストMIペーストセミナー：12月10日(木)  

●ティオンホワイトニングセミナー：12月11日(金) 

 

開催地 EMS SDAオンラインセミナー 
2020年 12月9日(水)、12月10日(木)、12月23日(水) 

12月24日(木) ※時間＝各回13:00～14:00 

Web 

●講師：EMS JAPAN 歯科衛生士 

●講義内容： 

 ・メインテナンスの必要性と重要性 

 ・グローバル基準に基づいたメインテナンス 

 ・EMSの器械、ハンドピース、消耗品等の紹介と 

使用方法 

 ・EMSパウダーの紹介と使用方法 他 

 

●会場 ：オンライン配信 

●受講料：無料 

●申込み：右記QRコードより受付 

●EMS JAPANホームページ 

              www.ems-dental.com  

 

お申込QRコード 

お申込みQRコード⇒ 

お申込QRコード 

お申込QRコード 

【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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開催地 

モリタ クリニカルチャー講演会 WEBセミナー 

歯科医師が知っておくべき 

          金属アレルギーの基礎と臨床 

2020 年 12月13日(日)～12 月27日(月)迄 

Web 
●講師：押村 憲昭 先生 

（かすもり・おしむら歯科院長） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●定員 ：70名 

●聴講料：モリタ友の会会員3,300円 

未入会6,600円 

●問合せ：㈱モリタ大阪本社セミナー係  

℡0120-988-291 
 

開催地 
モリタ DHサポートセッション 

～歯周病治療を考える～ 
2020 年 12月17日(日)13:00～12 月24日(月)17:00迄 

Web 

●講師：村上 伸也 先生 

（大阪大学大学院歯学研究科 

歯周病分子病態学教授） 

    天野 敦雄 先生 

    （大阪大学大学院歯学研究科予防歯科学教授） 

    石原 美樹 先生（㈱COCO Dent Medical 

代表取締役／歯科衛生士） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●聴講料：モリタ友の会会員3,300円 

未入会6,600円 

●問合せ：㈱モリタ東京本社セミナー係  

℡03-3834-6164 

 

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 

2020年 12月17日(木) 13:00～14:30 

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100名 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所  

℡092-441-1286 

 

開催地 
ヨシダ ものづくり補助金 個別相談会 

パソコンを使用した遠隔相談会 

2020年 12月17日(木) 

①18:00～18:50、②19:00～19:50、③20:00～20:50 

福岡 

・ 

Web 

●講師：和田 純子 氏（JIN&Partnrs㈱） 

    星野 裕司 氏（JIN&Partnrs㈱） 

    城ヶ崎 寛 氏（JIN&Partnrs㈱） 

●会場：Zoomオンラインシステム 

●定員：各時間帯とも3組の相談受付 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱ヨシダ九州支店 ℡092-715-1435 

 

開催地 

ヨシダ Webライブセミナー 

ｉOS（口腔内スキャナー）活用法と 

             感染症対策への応用 

2020年 12月19日(土) 16:00～18:00 

熊本 

・ 

Web 

●講師：有吉 洋 先生（熊本市開業） 

    井上 裕邦 先生（八代市開業） 

 

●会場：Zoomオンラインシステム 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱ヨシダ熊本営業所 ℡096-379-2220 

 

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6回：12月19日(土)・20日(日) 

※時間：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） 

※第1、2、3、4、5回目は終了したしました。 

●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 

㈱ヨシダ 特別オンライン講演会 

Endo First 

～歯科治療の基本はエンド～ 

①講演録画配信 2020年12月25日(金)～2021年2月10日(水) 

②ライブディスカッション 2021年2月11日(木) 9:00～11:00 

Web 

●モデレーター：北村 和夫 先生 

        （日本歯科大学附属病院研修部長） 

●講師：石井 宏 先生（石井歯内療法研修会主宰） 

    寺内 吉継 先生（神奈川県大和市開業） 

    エルデス・ゴンチンJr先生 

●会場：録画動画配信・ライブ配信 

●定員：500名 

●受講料：①＋②セット受講料35,000円 

②ライブディスカッションのみ 

受講料10,000円 

●問合せ：㈱ヨシダ器材部 ℡03-3845-2931 

 

開催地 

モリタ WEBセミナー 

うちの子「口腔機能に問題ないですか？」 

口腔機能発達不全症の診断と指導 

2020 年 12月25日(金)10:00～2021年3 月31日(水)17:00迄 

Web 
●講師：土岐 志麻 先生 

（青森市開業：とき歯科副院長） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●定員 ：100名 

●聴講料：モリタ友の会会員3,300円 

未入会6,600円 

●問合せ：㈱モリタ東京本社セミナー係  

℡03-3834-6164 

 

開催地 

UK Online Seminar 2021 

～臨床で取り入れよう！～ 

口腔機能検査セミナー 

2021年 ①1月13日(水) 13:00～14:30 

②2月18日(木) 18:00～19:30 

③3月13日(土) 14:00～15:30 

④4月15日(木) 13:00～14:30 

⑤5月19日(水) 18:00～19:30 

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：・おすすめの検査の流れについて  

      ・GC社員同士による検査シミュレーション 

●会場：Microsoft Teamsオンラインシステム 

●定員：各回10歯科医院様 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱UKデンタル企画部 ℡096-377-2555 

本セミナーでは、講義で口腔機能低下症についての知識や必要器械を学んでいただき、実習動画により実際の検査方法や手順を覚えてい

ただける内容です。また、検査法や診断法とともに管理計画の立案のポイントや管理方法についてもご紹介いたします。 

 

開催地 

KULZER & UKDENTAL Web Live Seminar 

3Dプリンター“カーラプリント4.0”の 

            今後の有効性について 

2021年 1月14日(木) 18:00～19:00 

Web 

●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） 

●会場 ：Zoomオンラインシステム 

●定員 ：20名 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱UKデンタル企画部 ℡096-377-2555 

精度・スピードを兼ね備えたカーラプリント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ご覧いただけるWebセミナー。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UP、その他の技工物製作にお役に立ち、また、3D プリントデンチャ

ーの製作もカーラプリント 4.0 で可能となり、今後はクラウドベースのデザインプラットフォームサービスも実現していきます。これ

らについて今後の有効性をについてお話しいただきます。 

 

開催地 

トクヤマデンタル LIVE SEMINAR 

シェードのないコンポジットレジン 

オムニクロマを本音で語る 

2021年 1月14日(木) 19:00～20:30 

Web 

●講師：泉 英之 先生 

（滋賀県開業：西本歯科医院） 

    鷲野 崇 先生 

（愛知県開業：わしの歯科クリニック） 

 

●会場 ：Webセミナー 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱トクヤマデンタル セミナー担当 

      E-mail：tdc.contact@tokuyama-dental.co.jp 

 

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） 

2021年 前期 

第1回：1月16日(土)・17日(日)、第2回：2月20日(土)・21日(日) 

第3回：3月20日(日)・21日(日)、第4回：4月17日(土)・18日(日) 

第5回：5月15日(土)・16日(日) 

※時間＝土曜日：15:00～20:00、日曜日：9:00～16:00 

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 

●申込み：E-mail：k.higashi3357@gmail.com 
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開催地 

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 

福岡 
●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 

モリタ WEBセミナー 目からウロコな情報満載！ 

各種歯ブラシ・歯磨剤の特長と 

  パウダーを使った時短で効率的なクリーニング 

2021年 1月18日(月)10:00～2 月19日(水)17:00迄 

Web 
●講師：沢口 由美子 先生 

（フリーランス歯科衛生士） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●定員 ：100名 

●聴講料：モリタ友の会会員3,300円、未入会6,600円 

●問合せ：㈱モリタ東京本社セミナー係  

℡03-3834-6164 

 

開催地 

ヨシダ 発売記念特別企画 

バイオセラミックシーラーを用いた 

    シングルコーンテクニックによる根管充填 

2021年 1月21日(木) 16:00～17:00 

Web 

●講師：石井 宏 先生 

（石井歯内療法研修会主宰／ペンエンド 

スタディークラブインジャパン主宰） 

●会場：Zoomオンラインシステム 

●定員：500名 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱ヨシダ器材部 ℡03-3845-2931 

担当＝大原 

 

開催地 
続けてもらえる！メインテナンスセミナー         

～歯科衛生士に身につけてほしい8つの視点～ 
2021年 1月24日(日) 10:00～15:00 

福岡 

●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㈱） 

●会場 ：JR博多シティ 10F 小会議室J（博多駅博多口駅ビル） 

●定員 ：10名（事前申込・先着順） 

●受講料：19,800円（消費税込） 

     ※事前お支払いの場合16,500円  

●問合せ：℡090-9585-8834 

E-Mail：amsbrillia@gmail.com 

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

開催地 熊本歯牙移植研究会 第22回例会 2021年 1月30日(土) 19:00～21:00（時間帯は変更可能性有） 

熊本 

●講演：森野 茂 先生（熊本市開業） 

「上顎大臼歯に対するソケットリフトを応用した 

自家歯牙移植および根未完成失活歯に対する 

リバスキュラリゼーションについて」 

●会場 ：リモート会議形式 

●会費 ：無料（開業医・勤務医・スタッフ） 

     ※参加を希望される場合は問合せ先メールアドレスへ 

連絡をお願いします。 

●問合せ：佐藤歯科クリニック℡0967-22-5131／Fax0967-22-5132 

        E-Mail：s-s@mui.biglobe.ne.jp 
     ※今回は電話連絡ではなく、メールでご連絡ください。 

 

開催地 
ヨシダ デンチャー新世代 今しかできないこと 

「今だからこそ話したい義歯の本音」 
2021年 1月31日(日) 10:00～12:00 

Web 

●講師：前畑 香 先生（開業歯科医） 

    鈴木 宏樹 先生（病院歯科医） 

    湯田 亜希子 先生（訪問歯科医） 

    松丸 悠一 先生（義歯専門歯科医）  

※ディスカッションセミナー生配信！ 

●会場 ：Zoomオンラインシステム（Live配信） 

●定員 ：300名 

●受講料：無料 

●問合せ：ヨシダ㈱器材部 ℡03-3845-2931 

担当＝松崎 

 

開催地 
モリタ友の会 歯科衛生士セミナー 

入門！グレーシーキュレット基本のA・B・C 
2021年 2月 7日(日) 10:00～17:00 

熊本 

●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 ：熊本市国際交流会館 

●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 
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開催地 
仕事美人 Dental Hygeia 

管理職養成講座オンライン6回コース 

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） 

福岡 

・ 

Web 

●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） 

※第1、2回目は終了いたしました。 

●会場 ：Zoomによるオンラインセミナー  

     6回目のみ＝博多バスターミナルビル 9F 

●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 

E-mail：office@dental-hygeia.com 

HP：https://www.dental-hygeia.com 

 

開催地 

第7期 PAB研修会 

歯学博士 日本審美歯科協会会員 

日本歯周病学会認定指導医が直接教える 

 ステップアップ臨床基礎実習コース 6回コース 

第1回：2月13日(土)、第2回：3月13日(土)、第3回：4月3日(土) 

第4回：5月15日(土)、第5回：6月5日(土)、第6回：7月10日(土) 

※時間＝全日とも15:00～19:00 

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 ：4名 

●受講料：200,000円（6回コース） 

●問合せ：安東歯科医院 ℡&Fax 092-574-3555 

            E-Mail：info@ando-dc.jp 

 

開催地 

第24期・第25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24期：2021年 2月27日(土)・28日(日) 

第25期：2021年 6月19日(土)・20日(日) 

※時間＝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 ：各期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 

Dental Staff Study Group“FOCUS！”2021！ 

「デンタルスタッフの役割を認識する！」 

6回コース 

第1回：2月28日(日)、第2回：4月25日(日)、第3回：6月20日(日) 

第４回：８月8日(日)、第5回：10月24日(日)、第6回：12月19日(日) 

※時間：各回13:00～16:30 

熊本 

●講師陣： 

1回目＝椿 誠 先生（椿歯科クリニック院長） 

2回目＝坂元彦太郎先生 

（ヒコデンタルクリニック院長） 

3回目＝中山秀樹教授（熊本大学病院口腔外科教授）  

4回目＝東 克章先生（東歯科医院院長） 

5回目＝園田隆紹先生（共愛歯科副院長） 

6回目＝添島義樹先生（添島歯科医院院長） 

 

 

 

 

 

●会場 ：くまもと森都心プラザなどの県内の会議室 

もしくはオンライン（Zoom） 

●定員 ：各回45名 

●受講料：DH&DT：全受講36,000円（早期割引30,000円） 

単発受講6,000円 

     歯科医師：全受講48,000円（早期割引42,000円） 

単発受講8,000円 

     歯科助手・受付：全受講30,000円（早期割引26,000円） 

単発受講5,000円 

     学生：無料   ※早期割引は2020年12月末迄 

●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 

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 
●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 
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開催地 
片岡道場 第9期生（久留米コース） 

2021年・2022年 10回コース 

第1回：2021年 4月10日(土)・11日(日) 

第2回：6月5日(土)・6日(日)、第３回：８月７日(土)・８日(日) 

第4回：１０月30日(土)・31日(日)、第5回：12月4日(土)・5日(日) 

第6回～第10回の日程は調整中です。 

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） 

●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 

第15期・第16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15期：2021年  5月22日(土)・23日(日) 

第16期：2021年 12月4日(土)・5日(日) 

※時間＝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 ：各期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 

 

開催地 

Fukuoka Clinical Dental Course 2021 

 

 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26日(土)・27日(日)＝総論・資料採得 

第2回：7月24日(土)・25日(日)＝診断・治療計画 ※DT参加可 

第3回：８月28日(土)・29日(日)＝初期治療(咬合と炎症) ※DT・DH参加可 

第4回：9月25日(土)・26日(日)＝歯周外科 

第5回：10月23日(土)・24日(日)＝成人矯正 ※矯正医参加可 

第6回：11月27日(土)・28日(日)＝インプラント 

第7回：12月25日(土)・26日(日)＝補綴1 

第8回：2022年1月22日(土)・23日(日)＝補綴2 

第9回：2月26日(土)・27日(日)＝審美修復 ※DT参加可 

第10回：3月26日(土)・27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／今泉康一先生／奥村昌泰先生 

●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 

第7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7期：2021年 9月11日(土)・12日(日) 

※時間＝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 ：各期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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