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新年明けましておめでとうございます。 
旧年中は格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございました。本年も皆様に、より一層ご満足いただけるよう

努力してまいります。 

昨年ユーケイデンタルは、創業 100周年を迎えることができました。これも皆様からのご支援の賜物でございます。ま

た 6 月 1 日より前社長の慶田が代表取締役会長へ、新たに私が取締役社長を拝命し就任いたしました。さらに 10

月 21日より 4部制（営業部・商品部・企画部・総務部）とし、新たに商品センターを設立しました。現在は 4月 21日

からの正式稼働にむけ準備の段階でございます。今後、安定した物流を供給することで、お客様に貢献できるものと

考えております。 

昨年は全世界でコロナ感染が拡大し、人々の生活が一変しました。各国の非常事態宣言などもあり、日本で 56

年ぶりに開催予定であったオリンピックを含め、ありとあらゆる行事（デンタルショー含）が中止や延期など経済にも

大きな打撃をあたえました。 

医療崩壊と叫ばれるなか、歯科業界においても、院内感染対策のみならず患者様への不安に対するケアを含

め、時間短縮の診療や休診の判断をせざるを得ない各医院様もいらっしゃいました。 

また九州では、令和 2 年 7 月豪雨にて熊本県人吉・球磨・八代・芦北など熊本南部、福岡県の久留米・大牟

田の筑後地区、大分県の佐伯・日田地区など大きな被害に見舞われ、未だに復旧作業が続いている地域もござ

います。 

このような状況の中、私たちの仕事の形態にも変化がありました。 

お客様との接触を極力少なくするために訪問回数の見直しや、訪問の際のマスク着用

と手指消毒の徹底、また当社が注力しておりますセミナー活動も実習形式ではなくWebでの

取り組みを始めました。これも新たな取り組みとして今後試行錯誤しながら確立させていきた

いところです。 

まだコロナ禍の終息の目途はたっていませんが、一日でも早く終息することを願いつつ、

今私たちに何ができるか、現状を見つめなおし、お客様に満足していただくことを常に考え行

動してまいりますので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

                                        代表取締役社長 西島 潤也 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REバイオガッタパーチャポイント & ペレット 

REペーパーポイント／ヨシダ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ヨシダから発売中の歯科用NiTi ファイル「REシリーズ」に“RE バ

イオガッタパーチャポイント&ペレット”ならびに”RE ペーパーポイ

ント“が1月21日よりラインナップに追加されます。 

 

【特徴】 

●「REバイオガッタパーチャポイントは、視認性に優れた6つの長

さの印字マークにより効率的な根管充填が行え、また柔軟性が強い

ことで根尖まで折れずにストレスなく挿入が可能です。保険診療で

も使用できる低価格を実現。 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイオ シー シーラー & リペア／ヨシダ 

＜水酸化カルシウム系歯科根管充填材料 & 歯科用覆髄材料＞ 

 
 

ヨシダから1月21日に発売される“バイオシーシーラー”は、覆髄

材ではなく根管充填材として薬事承認した水酸化カルシウム系歯科根

管充填材料です。カルシウム放出速度とアパタイトの迅速な形成に影

響し、象牙細管を緊密にシーリングします。また覆髄材料として“バ

イオシーリペア”も同時発売。 

 

【バイオシーシーラーの特徴】 

●カルシウムイオンを放出するので、生体親和性が高いです。 

●pH11～13 と強いアルカリ性を維持するので根管内の細菌に対し

て抗菌性があります。 

●X線造影剤として酸化ジルコニウムを配合。 

●練和に必要がないので手間もなく、材料のロスも少ないです。 

●専用チップ「エンドチップ S」は根管内に挿入しやすい形状で、よ

り細部まで充填が可能です。 

 

【バイオシーリペアの特徴】 

 

 

 

●X 線造影剤に酸化ジルコニウムを配合

し術後確認も容易です。     

●「REバイオガッタパーチャペレット」

は、なめらかなフローで操作しやすいペ

レットです。 

●「RE ペーパーポイント」は、RE ファ

イルシリーズ（02/04/06テーパー・

CV・VT・ONE）のサイズに対応する

豊富な種類をラインナップ。 

●バイオガッタパーチャと同様、6段階の

長さの印字により、根管の長さを把握す

ることが可能です。 

 

標準価格＝ポイント2,200～2,500円 

ペレット3,500円 

ペーパーポイント1,100～1,800円 

●プレミックスタイプの覆髄材料で

す。練和の必要がなく、材料のロス

も少ないシリンジタイプです。 

●レジン成分・ビスマス・ユージノー

ルフリです。 

 

標準価格＝ 

シーラー（0.5g×4本）10,500円 

リペア（0.5g×4本）  13,000円 
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  『 アドメテックTTLルーペ 

& バタフライ 』 
＜ マイクロテック＞ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  標準価格＝ルーペ2.5倍128,000円 

ルーペ3.2倍150,000円 

ルーペ4.0倍256,000円 

バタフライ2  98,000円 

          

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              

 

 

歯科診療に適した深度と視野範囲で先生に合ったルーペを！ 
 

今回、ご紹介させていただきます商品は、㈱マイクロテックより販売されております『アドメテ

ックTTLルーペ＆マイクロライトコードレスバタフライ2』です。この製品は2.5倍/3.2倍/

4.0倍の3種のラインナップとなっており、そのうち3.2倍と4.0倍の2種類は,瞳孔間距離を

オーダーメイドで作成できますので、先生方に合ったルーペが作成可能です。また度付きレンズ

にも交換可能ですので、普段めがねを付けられている先生方にもストレスフリーでご使用できま

す。バタフライ2は重さ23gで光量25,000Lux、色温度5,700K。マグネット式バッテリー

で着脱が簡単。ON/OFFは上の面をタッチするだけで、また側面をタッチすると光量強弱の2

段階調整が可能です。 

ご使用いただいている先生からは、「今まで2倍のルーペを使用し、少し物足りなさを感じて

いたが3.2倍を付けてから丁度いい。」「マイクロライトを付けても軽いしコードもないから使

いやすい。」とのお声をいただいております。ライトのバッテリーの充電時間は1時間でフル充

電。連続稼働時間は2時間です。バッテーリーパックは1個使用中に2個同時充電できますの

で、1日の診療でバッテリーが無くなることはありません。ぜひ、この機会にお使いいただけれ

ばと思います。 

熊本店 営業一課 西 俊彦 

★今週の新刊 『 わかる！できる！ 

      決定版コンポジットレジン修復 』 

 

隔月刊「補綴臨床」別冊 

『 コバルトコーヌス完全読本 』 
～超高齢社会に対応する全顎欠損補綴の新たな一手 臨床編～ 

月刊「歯科技工」別冊 

『 Digital Labo Style 』 
～実例から学ぶラボのデジタル化～ 

『 歯周病患者における 

抗菌薬適正使用のガイドライン2020 』  

大好評で完売した「月刊歯界展望別冊」を大幅に

刷新し、書籍化！コンポジットレジン修復の最新

の知識とテクニックを簡潔・明瞭に紹介した、コ

ンポジットレジン修復を行うにあたってのバイ

ブル書！ 

 

●編 ＝宮崎 真至 

●著 ＝青島 徹児／秋本 尚武／田代 浩史 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝9,000円＋税  

歯科界にて長く臨床応用されているコバルトク

ロム合金を内冠・外冠フレーム材として適応した

コーヌスクローネ、通称『コバルトコーヌス』に

ついて、「基礎編」「臨床編」「技工編」の3分冊

“完全読本”として発行。臨床編では実際の歯科

臨床における応用術式の進め方について詳説。 

 

●編著＝CK.Party 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝6,500円＋税 

『 やさしい・失敗しない 

低侵襲ソフトティッシュマネジメント 』 

 
ソフトティッシュマネジメントについて、患者に

痛みを与えず、術者にとってもリスクのない「低

侵襲」をキーワードにまとめた書。Part1では臼

歯部インプラント周囲炎を防ぐ臼歯部粘膜の条

件と形成術式を、PartⅡでは天然歯とインプラン

ト審美の考え方と9つのテクニックを、多くの写

真と症例を挙げて示した一冊。 

 

●著 ＝林 丈一朗 

●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ 

●価格＝12,000円＋税 

2010 年に日本歯周病学会より「歯周病患者に

おける抗菌療法の指針」が発刊され、10 年が経

過。本書はその間蓄積された科学的エビデンスを

まとめ、全面的にアップデートした「抗菌療法」

の最新指針の書。 

 

●編 ＝特定非営利活動法人 日本歯周病学会 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝2,200円＋税 

『 コロナショック後も“お金をかけずに” 

生き残るブランド歯科医院構築術 』 
 

本書ではデジタル機器の紹介や使用法・管理法を

解説するだけでなく、すでに CAD/CAM をは

じめとしたデジタル機器を導入し、活用している

さまざまなラボからの「生の声」を紹介。デジタ

ル機器導入後の使用感や改善点、経営の変化、デ

ジタル機器導入の予算、ライフスタイルの変化な

ど導入のシミュレーションに活用できる一冊。 

 

●編 ＝伊藤 彰英／菅原 克彦 

●出版＝医歯薬出版 

●価格＝5,900円＋税 

ベストセラーの前書『明日の予約が埋まらないク

リニックが“お金をかけずに”患者が集まるよう

になる本』の待望のシリーズ第2弾！お金をかけ

ずに非常時でも生き残れるための、ブランド歯科

医院の構築術を、経営とマーケティングの原理原

則を中心に網羅した一冊。 

 

●著 ＝近 義武 

●出版＝第一歯科出版 

●価格5,000円＋税 
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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 現在配信中～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 

現在配信中～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 

 

【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。 

お申込QRコード 

お申込QRコード 

お申込QRコード 
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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 

 

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 EMS SDAオンラインセミナー 

2021年 1月20日(水)、1月21日(木)、2月3日(水)、2月4日(木) 

2月17日(水)、2月18日(木)、3月10日(水)、3月11日(木) 

3月24日(水)、3月25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  

 

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 

松風オンラインセミナー 

だめな義歯から、よい義歯へ 

～咬合を理解し、総義歯を変えよう～ 

2021年 1月21日(木) 19:00～20:30 

1月28日(木) 19:00～20:30 

Web 
●講師：鈴木 哲也 先生 

  （東京医科歯科大学歯学部特任教授・名誉教授）  

●会場 ：オンライン配信（2週連続） 

●受講料：松風歯科クラブ会員無料 

一般6,000円（消費税込） 

●申込URL：https://seminar.shofu.co.jp/ 
（WEBのみ受付） 

●問合せ： ㈱松風営業部営業企画課オンラインセミナー係 

℡075-561-1279 

 

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/ 
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開催地 

UK Web Live Seminar 

～炭酸ガスレーザー・半導体レーザー 

            それぞれの特長を生かした応用～ 

「炭酸ガスレーザーを用いた日常臨床への応用」 

「半導体レーザーを応用した新しい歯周治療」 

2021年 1月28日(木) 19:00～20:30 

Web 

●講師：大浦 教一 先生 

    （鹿児島市開業：大浦歯科クリニック院長） 

    山下 素史 先生 

    （福岡市開業：山下歯科医院 

・歯周再生インプラント研究所院長） 

●会場 ：Zoomオンラインシステム 

●定員 ：100名様 

●受講料：無料 

●共催 ：㈱ヨシダ 

●問合せ：㈱UKデンタル企画部 ℡096-377-2555 

●申込URL： 

https://servise.yoshida-dental.co.jp/se/seminar/d/uk0128laser 
炭酸ガスレーザーでは、保険適応症例における炭酸ガスレーザーの照射方法を解りやすく説明いただくとともに、日常臨床への応用を症

例を交えて解説いただきます。また、半導体レーザーでは、簡単な歯周治療からインプラント周囲炎までの非外科、外科治療の両方につ

いて、その応用ポイントをお話いただきます。 

 

開催地 
UK フェア in 長崎 

～決算大商談会～ 
2021年 1月29日(金)～2月7日(日) ※各枠1時間ごと 

長崎 

●各会場にて最新の新型 CT・新型ユニット・マイ

クロスコープ・レーザー等、話題の商品を多数揃

えてお待ちいたしております。 

●協賛メーカー：ジーシー・モリタ・ヨシダ 

●会場 ：㈱UKデンタル長崎店・㈱ジーシー長崎サービスセンター 

     ㈱モリタ長崎営業所・㈱ヨシダ長崎営業所 

●参加費：無料 ※新型コロナウイルス及び感染対策といたしまして、 

完全個別・予約制とさせていただきます。 

●問合せ：㈱UKデンタル長崎店 ℡095-818-0102 

 

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 
すぐに役立つ内容が1日で学べる 

歯科衛生士のためのオンラインセミナー 
2021年 1月31日(日) 13:00～17:30 

Web 

●講師：加瀬 久美子 先生 

    宮本 さくら 先生 

    白水 雅子 先生 

    工藤 彩加 先生 

●会場 ：Zoomオンラインシステム（Live配信） 

●受講料：7,000円（プレゼント代含む） 

●申込URL：https://cf2021w.peatix.com/ 
●問合せ：クロスフィールド㈱ ℡03-5625-3306 

 

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 
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開催地 

ヨシダ Web Liveセミナー 

任せてください！そう言いたくなる匠のシックル 

“私の得意”を増やしましょう 

2021年 2月 4日(木) 13:00～16:00 

Web 
●講師：土屋 和子 先生 

（歯科衛生士／フリーランス） 

●会場 ：Zoomオンラインシステム（Live配信） 

●定員 ：10名 

●受講料：歯科医師30,000円、勤務医25,000円 

歯科衛生士20,000円（実習器材費・消費税込） 

●問合せ：ヨシダ㈱器材部 ℡03-3845-2931 

 

開催地 

㈱ジーシー マイクロスコープ導入 

・活用イブニングWEBセミナー 

はじめてのマイクロスコープ 

～WEBで知るマイクロスコープの 

有用性と活用方法～ 

2021年 2月 10日(水) 19:00～20:30 

Web 

●講師：櫻井 善明 先生（ネクスト・デンタル院長） 

林 智恵子 先生 

（ネクスト・デンタル歯科衛生士） 

●会場 ：ZOOMによるオンライン配信 

●定員 ：50回線（1回線で何名様でも参加可） 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 

 

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 

北九州歯学研究会WEB講演会 

北九州歯学研究会オンライン発表会 

Web コロナに負けるな！ 

2021年 2月14日(日) 9:20～15:40 

Web 

●開会の辞：上田秀朗先生 

●会員発表： 

津覇雄三先生／青木隆宜先生／樋口惣先生 

松木良介先生／山本真道先生／松延允資先生 

瀬戸泰介先生／芳賀剛先生／力丸哲哉先生 

樋口克彦先生／白土徹先生／筒井祐介先生 

（一人につき発表15分ディスカッション10分） 

●閉会の辞：木村英生先生 

 

 

●会場 ：Webオンライン配信  

●受講料：無料  

●申込窓口URL：http://www.kdrg.info/contact/ 
●申込締切：2021年2月7日迄 

 

開催地 

モリタ アーウィンを使った 

      「よりやさしい歯科治療」の実践 

～レーザー&マイクロハンズオントレーニング～ 

2021年 2月14日(日) 10:00～16:30 

福岡 ●講師：吉嶺 真一郎 先生（鹿児島県開業）  

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 

●定員 ：9名 

●受講料：22,000円（昼食費・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 

松風オンラインセミナー 私の総義歯臨床 

～コピーデンチャーの製作・改造と 

   印象採得咬合採得、そして咬合調整の実際～ 

2021年 2月14日(日) 10:30～11:40 

Web 
●講師：村岡 秀明 先生 

  （むらおか歯科矯正歯科クリニック院長）  

●会場 ：オンライン配信 

●受講料：松風歯科クラブ会員無料 

勤務医Web会員・研修医サークル会員2,000円 

一般4,000円（消費税込） 

●申込URL：https://seminar.shofu.co.jp/ 

●問合せ： ㈱松風営業部営業企画課オンラインセミナー係 

℡075-561-1279 
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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 

モリタクリニカルチャー研修会 

インプラントスターティング！！ 

～模型・ブタ顎実習～ 

2021年 2月27日(土) 14:00～19:00 

2月28日(日) 10:00～17:00 

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 ：8名 

●受講料：モリタ友の会怪異44,000円、会員スタッフ47,300円 

未入会58,300円（実習器材費・日曜日昼食費・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 

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 

 

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  
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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 

2021年第5期生募集 

日本口腔インプラント学会 

インプラント専門歯科衛生士取得のための 

       インプラント歯科衛生士セミナー 

2021年 第1回：6月6日(日)、第2回：7月4日(日) 

※時間＝各日曜日9:30～17:00 

福岡 

●講師：福岡口腔インプラント研究会講師陣 

●主催：公社）日本口腔インプラント学会認定施設 

    一社）福岡口腔インプラント研究会（FIRA） 

ホームページ：http://2013fira.com/ 

●会場 ：福岡SRPセンタービル2F研修室1（福岡市早良区） 

●定員 ：30名 

●受講料：全2回27,000円（昼食・材料費込・消費税別） 

●問合せ：一般社団法人福岡口腔インプラント研究会事務局 

（ばば歯科クリニック内事務＝冨岡様） 

℡092-846-4066／申込みFax092-852-3423 

携帯番号070-1944-6575 

          E-mail：fira.jp.mb@gmail.com 

 

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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