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スコッチボンドユニバーサルプラス

リライエックス ユニバーサル
レジンセメント／スリーエムジャパン

O3 ハンドクリーム
／シティライフ

＜1 液性ボンディング材＞

＜歯科接着用レジンセメント＞

＜オゾン配合ハンドクリーム＞

スリーエムジャパンから発売された“スコ
ッチボンドユニバーサルプラスアドヒー
シブ”は、2012 年に発売されたスコッチ
ボンドユニバーサルの後継品で、１液性の
ボンディング材でありながら、歯質以外の
多くの被着体に１ステップで接着が可能
です。MDP モノマー配合により歯質に高
い接着機能を有するだけでなく、新たなシ
ランカップリング剤の配合によりセラミ
ックへの接着も大きく向上しました。

スリーエムジャパンから発売された“リラ
イエックスユニバーサルレジンセメント”
2014 年に発売されたリライエックスアル
ティメットセメントの後継品です。同時発
売のスコッチボンドプラスと併用すること
により、高い接着力を発揮するだけでなく、
セメント単体での使用も可能で高い接着力
を有します。

アドヒーシブ／スリーエムジャパン

【特徴】
●3M 独自の「VMS テクノロジー」を採
用。歯質・各種材料に接着が可能なので、
前処理材はこれ 1 本。各種専用プライマー
が不要です。
●液の流動性が最適化され、ぬれ性と歯質
浸透性の向上によって窩洞への塗布が
しやすくなっており、エアブローに関し
ても容易に行うことができます。
●知覚過敏抑制材料、歯科用シーリング・
コーティング材料としての保険適用取
得しております。この 1 本で多くの診療
にご使用いただけるユニバーサルボン
ディング材です。

【特徴】
●重合開始剤のバランスを最適化したこと
で余剰セメントの除去が容易で、2～3 秒
の光照射でも余剰部分が一塊で容易に除
去できます。
●シリンジ形状を一新し、まるでフロアブ
ルレジンのような押出し感とハンドリン
グとなっており、気泡の混入リスクも低
減します。
●新たなマイクロミキシングチップを採
用。チップ内のペースト残量を 80%削減
します。
●色調は、トランスルーセント、A1 ユニバ
ーサル、A3 オペーク、ホワイトオペーク
の 4 色をラインナップ。

標準価格＝
ボトルタイプ（5ml）12,600 円
ボトルダブルパック 22,700 円
ユニドースタイプ（100 本）12,600 円

標準価格＝1 本入（3.4ml）14,000 円
ダブルパック
25,200 円
※ユニバーサルプラスアドヒーシブと組み
合わせた新発売キャンペーンを実施中！

シティライフから発売された
“O3 ハンドク
リーム”は、オゾンの除菌効果を配合した
ハンドクリームです。クリームに配合され
たオゾンは容器内で保存され、お肌につけ
た瞬間からオゾン効果が発揮され、約 3～
4 時間持続します。
【特徴】
●最高級オリーブオイルにオゾンを独自
製法で配合したオーテック・オリーブオ
イルをふんだんに使用したハンドクリ
ームです。
●ハンドウォッシュができないシーンや
消毒剤で荒れ気味の肌にやさしくしっ
とり潤いを与えながら、同時にオゾンの
除菌効果が期待できます。
●調香師が仕立てた柑橘系＋ソープイメ
ージの爽やかな香りです。
●お肌につけた瞬間はさっぱりとしてい
て、つけた後からはしっとり保湿作用が
続く親油性のハンドクリームです。
標準価格＝30g 入 3,500 円

1-プライマー単品（5ml） 13,300 円
2-ボンド単品（5ml）
4,300 円

『 NＩKKO クリアクロス 』
＜ 日本歯科工業社㈱ ＞

標準価格＝1,000 円

ストレスフリーな診療のために！
今回、ご紹介させていただく商品は、日本歯科工業社㈱から販売されております『NIKKO
クリアクロス』です。使用方法はいたってシンプルです。ご使用前にクリーナー等でレンズの
汚れを落とし本製品でレンズの両面（表裏）を 5～10 回、均一に拭き上げて下さい。1 枚で
約 300 回使用できますので経済的です。※ご使用後は乾燥防止の為、付属の缶に入れて閉じ
て保管して下さい。
新型コロナウイルスの影響もあり多くの医院様で防護メガネ等をご使用いただいているか
と思います。従来の曇り止めはスプレータイプ等が多くムラになったりすることが多く使用時
にメガネや防護メガネがすぐ曇るので、何かいい製品はないかと問合せいただいたことがきっ
かけでご案内していただきました。
ご使用いただいております先生からは、
「使い方も簡単で診療時のストレスがなくなった。
」
「診療中だけではなく日常でもマスクを着用する機会が多いので重宝している。
」とご評価を
いただいております。ぜひ、この機会に一度お試しいただければと思いますので、詳細は弊社
営業担当者までお問合せください。
熊本店 営業二課 岩根 功昌
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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、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

Web

開催地

Web

開催地

Web

モリタ WEB セミナー
THE CHANGE
エンド専門医が実践する最新エンド治療に迫る

第一弾：2021 年 現在配信中～3 月 3 日(水)迄
第二弾：2021 年 3 月 4 日(木)13:00～3 月 10 日(水)迄

●第一弾講師：
辻本 恭久 先生
●会場 ：オンデマンド配信
（日本大学松戸歯学部先端歯科治療学講座教授）
●受講料：モリタ友の会会員 3,300 円、未入会 6,600 円
伊澤 真人 先生
※第一弾、第二弾とも視聴可能です。
（高倉歯科マインドクリニック副院長）
●問合せ：㈱モリタ東京本社セミナー係
●第二弾講師：
℡03-3834-6164
澤田 則宏 先生（澤田デンタルオフィス院長）
三橋 晃 先生
（神奈川歯科大学附属横浜クリニック非常勤
／神奈川歯科大学臨床教授）

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

お申込QR コード

現在配信中～2021 年 3 月 31 日(水)17:00 迄
●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

●講師：土岐 志麻 先生
（青森市開業：とき歯科副院長）

UK Special Online Seminar
健康になりたければ今すぐ“鼻呼吸を始めましょう”
『 鼻うがいの可能性 』

2021 年 3 月 4 日(木) 19:00～20:00

●講師：今井 一彰 先生
（内科医・漢方専門医／みらいクリニック院長
／NPO 法人日本病巣疾患研究会副理事長）
●共催：ニールメッド㈱

●会場 ：Zoom オンラインシステム
●受講料：無料
●申込み：Google フォームによるお申込み
https://docs.google.com/forms/d/10O9
zJsvnFF2wJLbHcgnAcu27bEdxuVg
NmV5JmYSJvfI/
●問合せ：㈱UK デンタル企画部 ℡096-377-2555

お申込QR コード

お申込QR コード

近年“呼吸”をするときに口か鼻、どちらを使うかで身体に生じる変化に違いがあることをご存知ですか？自発的な鼻呼吸をサポートす
るために医師も注目しているのが“鼻うがい”です。今回、口呼吸問題の第一人者であり“あいうべ体操”でも有名な今井一彰先生をお
招きし、鼻うがいの有効性、歯科領域での活用についてお話しいただきます。

開催地

Web

JACP 日本臨床歯周病学会九州支部
令和二年度 第二回支部教育研修会
歯周病にどう対応していくか？
～外科的&非外科的アプローチ～

●講師：西原 廸彦 先生（西原歯科）
北園 俊司 先生（きたぞの歯科矯正）
村上 祥子 先生
（白石歯科・歯周再生クリニック）
笹田 雄也 先生
（船越歯科医院・歯周病研究所）
永井 省二 先生（永井歯科医院）

2021 年 3 月 7 日(日)～3 月 21 日(日) 2 週間オンデマンド配信

●会場 ：オンデマンド配信（視聴には Google Chrome 推奨）
●受講料：正会員・準会員 A・準会員 B 無料
準会員 A 2,000 円
未入会コデンタルスタッフ、JSP 会員医院の
非会員勤務医、JSP 会員 5,000 円
JACP および JSP 未入会歯科医師 8,000 円
●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
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㈱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～

●講師：鈴木 宏樹 先生
（福岡県糟屋郡：篠栗病院歯科）

㈱ジーシー Online Seminar
戦略的な医院デザイン
～G-ZONE が実現する医院設計～

2021 年 3 月 7 日(日) 10:00～11:30
●会場：Microsoft Teams によるオンライン
●定員：100 回線（1 回線で何名様でも参加可）
●受講料：1 回線 2,500 円（消費税込）
※クレジット or コンビニ決済
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286

お申込QR コード

2021 年 3 月 7 日(日) 10:00～11:30

●会場：Zoom によるオンライン
●定員：100 名
●講師：雨谷 祐之 先生
●受講料：無料
（スタイル・エイチ・デザインワークス代表） ●問合せ：㈱ジーシーDIC ℡0120-416480
お申込QR コード
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UK Online Seminar 2021
ルシェロ歯ブラシ& MＩペーストの基礎がわかる
2021 年 ②3 月 10 日(水) 13:00～14:00
オンラインセミナー
●講師：㈱ジーシー歯科衛生士
●会場 ：Microsoft Teams オンラインシステム
【セミナー内容】
●定員 ：各回 30 回線
●ルシェロ歯ブラシの特徴 ●ルシェロの”処方”の目
●受講料：1,000 円（消費税込）
安・処方例 ●患者さんへのお勧めの方法
※但し、ルシェロ歯ブラシ（5 本入 or20 本入）
●CPP-ACP とは？ ●MI ペーストとフッ化物との違
または MI ペースト（1 本）をご購入の方は無料
い ●MI ペーストの効果的な使い方
●問合せ：㈱UK デンタル企画部 ℡096-377-2555
※①の開催日程は終了いたしました。
新型コロナウイルスの予防に口腔ケアが注目されている今こそ、歯科医院専売のセルフケア製品を、お一人お一人の患者様のお口に合わ
せて、正確な知識と共にオススメいただける内容のセミナーです。

開催地

EMS SDA オンラインセミナー

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

開催地

Web

開催地

Web

2021 年 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
●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

UK Online Seminar 2021
2021 年 ③3 月 13 日(土) 14:00～15:30
～臨床で取り入れよう！～
④4 月 15 日(木) 13:00～14:30
口腔機能検査セミナー
⑤5 月 19 日(水) 18:00～19:30
●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 10 歯科医院様
●動画上映：・おすすめの検査の流れについて
●受講料：無料
・GC 社員同士による検査シミュレーション
●問合せ：㈱UK デンタル企画部 ℡096-377-2555
※①ならびに②の開催日程は終了いたしました。
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。
UK Web Seminar 2021
Time to Learn プランメカジャパン Webinar
●講師：プランメカジャパン㈱専任者
●11 日開催分：プランメカのデジタルソリューション
●25 日開催分：プランメカの
CAD/CAM ソリューション

2021 年 3 月 11 日(木) 19:30～20:00（30 分）
3 月 25 日(木) 19:30～20:30（1 時間）
●会場 ：Zoom オンラインシステム
●受講料：無料
●問合せ：㈱UK デンタル企画部
℡096-377-2555

3/11 申込

3/25 申込

プランメカが提唱する“デジタルデンティストリー”をはじめ、専門的知識や技術を活用し、これまで経験したことがないような“デジ
タルワークフロー”の可能性を、2 日間に分けて解説いただきます。ご臨床に役立つ情報満載ですので、是非ともご参加ください。
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開催地

福岡

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
●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業）
※第 1 回目は終了いたしました。

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
●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

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 ：第 1 回目＝久留米リサーチパーク 2F 研修室 D
第 2 回目以降予定＝㈱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）
※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 WEB セミナー
歯周治療における
Er.YAG レーザーの効果的な臨床応用

Web

●講師：青木 章 先生
（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究所
歯周病学分野歯周光線治療学担当教授）
長谷川 嘉昭 先生（東京都日本橋開業）
篠木 毅 先生（埼玉県川口市開業）

開催地

Web

開催地

Web

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。

2021 年 3 月 14 日(日) 10:00～13:00
●会場 ：Zoom オンラインシステム
●定員 ：100 名
●受講料：無料
●問合せ：㈱モリタ東京本社セミナー係
℡03-3834-6164

GC チャンネル ルシェロ 15 周年企画
ジーシー歯科衛生士によるオンラインセミナー
ホワイトニングチャンネル&ルシェロチャンネル
●講師：ジーシー歯科衛生士
【チャンネル】
・オフィスホワイトニングセミナー
・ホームホワイトニングセミナー
・ホワイトニングアフターケアセミナー
・歯みがきペーストセミナー
・
「処方する」ブラッシングセミナー
・歯冠清掃用具セミナー
ウルトラデントジャパン
臨床における MTA フローの可能性

●講師：辺見 浩一 先生
（恵比寿ヘンミデンタルオフィス院長）

お申込QR コード

2021 年 3 月 17 日(水) 12:30～14:35
3 月 18 日(木) 10:00～14:20
※各チャンネルごとに 35 分の配信

●会場 ：Zoom によるオンライン
●定員 ：各日 1,000 名
●受講料：無料
●問合せ：㈱ジーシーDIC ℡0120-416480
お申込QR コード

2021 年 3 月 18 日(木) 19:00～20:00
●会場 ：Zoom オンラインシステム
●定員 ：300 名
●受講料：無料
●問合せ：ウルトラデントジャパン㈱
℡0120-060-751

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

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）
※第 1、2 回目は終了いたしました。

お申込QR コード

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
●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

Web

開催地

Web

開催地

Web

開催地

Web

開催地

Web

松風オンラインセミナー
メルサージュ エピック 2in1 を活用した
快適メインテナンス

2021 年 3 月 24 日(水)、3 月 25 日(木)
時間＝各回 13:30～14:15

●講師：㈱松風 歯科衛生士

●会場 ：オンラインシステム（ライブ配信）
●定員 ：各回 50 名
●受講料：無料
●問合せ：㈱松風営業部営業企画課オンラインセミナー係
臨床講座係 ℡075-561-1279

口腔ケア Web セミナー
がん患者さんの口腔ケアに携わる皆様に

●講師：岩渕 博史 先生
（神奈川歯科大学大学院歯学研究科
顎顔面病態診断治療学講座
顎顔面外科学分野准教授）

ヨシダ Web Live セミナー
バイオセラミックシーラーの特性と根管充填法

●講師：橋爪 英城 先生
（TEAM 東京 橋爪エンドドンティクス
デンタルオフィス開業）

ヨシダ 感染対策 Web セミナー
感染リスクの高いスタッフを守るために
「今こそ見直したい歯科クリニックの感染対策」

●講師：デュールデンタルジャパン㈱歯科衛生士

九州歯科大学同窓会主催
令和 2 年度学術講演会
ライブ講演／オンライン講演 併催
「歯髄・歯牙保存の最前線」

●講師：岡口 守雄 先生
（東京都千代田区開業
岡口歯科クリニック院長）

お申込QR コード

2021 年 3 月 25 日(木) 11:00～21:30（配信時間のみ再生可能）
●会場 ：配信時間内 Web 配信 ※動画再生時間 60 分
●定員 ：1,000 名
●受講料：無料
●問合せ：雪印ビーンスターク㈱ライフサイエンス事業部
℡03-3226-2143 担当：津田・吉川

お申込QR コード

2021 年 3 月 28 日(日) 10:00～12:00
●会場 ：Zoom オンラインシステム（Live 配信）
●定員 ：500 名
●受講料：無料
●問合せ：ヨシダ㈱器材部（担当：大原）
℡03-3845-2931

お申込QR コード

2021 年 4 月 1 日(木) 13:00～13:30
5 月 27 日(木) 13:00～13:30
●会場 ：Zoom オンラインシステム
●定員 ：各回 500 名
●受講料：無料
●問合せ：ヨシダ㈱器材部 ℡03-3845-2931
担当：大原・村岡

お申込QR コード

2021 年 4 月 4 日(日) 9:00～13:00
●会場 ：ライブ講演＝九州歯科大学本館 501 講義室
オンライン講演＝Zoom Webinar
●定員 ：ライブ講演 25 名様、オンライン講演定員なし
●受講料：歯科医師 7,000 円、コ・デンタルスタッフ 3,500 円（事前申込制）
●問合せ：九州歯科大学同窓会事務局 ℡093-561-5077

E-mai：kdu-jimuakyushi-doso.jp
●お申込：ホームページ http://kyushi-doso.jp

開催地

福岡
・
Web

㈱ジーシー九州エリア
GC Web セミナー
予防製品関連

●会場：Microsoft Teams オンラインシステム
●定員：各回 50 名
●受講料：無料
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所
℡092-441-1286

【コンテンツ】
●ルシェロ歯ブラシ処方セミナー：4 月 8 日(木)12:30～13:10、4 月 14 日(水)13:20～14:00、5 月 13 日(木)14:10～14:50
●ルシェロペーストセミナー：4 月 14 日(水)12:30～13:10、5 月 12 日(水)14:10～14:50、5 月 13 日(木)13:20～14:00
●ルシェロ歯間清掃セミナー：4 月 8 日(木)13:20～14:00、5 月 12 日(水)12:30～13:10、5 月 13 日(木)14:10～14:50
●プリニアスマイルセミナー：4 月 8 日(木)14:10～14:50、4 月 14 日(水)14:10～14:50、5 月 12 日(水)13:20～14:00
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開催地

Web

UK Web ハンズオンセミナー
「解剖学的形態から考察する
大臼歯部根管治療の成功率を上げるポイント」

2021 年 4 月 10 日(土) 16:00～18:00

●会場 ：Microsoft Teams オンラインシステム
●定員 ：10 名
●受講料：お一人 5,000 円（実習で使用します 12,000 円相当の
●講師＝辻本 真規 先生
ファイル・根管模型等・消費税込）
（福岡市開業：辻本デンタルオフィス院長）
※根管拡大装置「X スマートプラス」はお貸出しにて対応いたします。
●お申込：近日ご案内いたしますお申し込み用紙からご登録ください。
●問合せ：㈱UK デンタル企画部 ℡096-377-2555
大臼歯部根管治療におきましては、視界の悪さ、器具のアクセスの難しさや MB2 の存在など、根管治療の中でも困難な部位ではないで
しょうか。本ウェビナーでは、そんな大臼歯部の根管治療を成功に導くために考察するポイント、また Ni-Ti ファイルを効率的かつ有効
に使用する方法について、デモンストレーションを交えてご解説いただき、実際にハンズオンにてご体得いたける Web セミナーです。

開催地

久留米

開催地

福岡

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。

●会場 ：㈱UK デンタル久留米店 3F UK ホール
●定員 ：12 名（先着順）
●講師：片岡 繁夫 先生
●受講料：歯科医師：１回 110,000 円×10 回（消費税込）
（大阪セラミックトレーニングセンター所長）
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
NDL mint-seminar
誰もができる SRP 初級編
テクニカルベーシック 2 日間コース

●講師：長谷 ますみ 先生
（NDL㈱代表取締役／歯科衛生士）
NDL 公認インストラクター

2021 年 4 月 10 日(土) 14:00～19:30
4 月 11 日(日)
9:30～16:30
●会場 ：八重洲博多ビル
●対象 ：歯科医師・歯科衛生士（開催最少人数 6 名）
●会費 ：66,000 円（実習器材費・消費税込）
●協賛 ：サンデンタル㈱
●問合せ：NDL㈱ミントセミナー事務局
℡06-7506-6520／℡090-9272-7318

E-mail：info@mint-seminar.com

お申込QR コード

●申込み：ホームページ http://mint-seminar.com

開催地

Web

開催地

Web

㈱ジーシー 口腔機能検査セミナー
～Web で覚える口腔機能検査から管理まで～
はじめよう！口腔機能低下症への対応

2021 年 ①4 月 22 日(木)、②6 月 3 日(木)、③6 月 24 日(木)
※時間＝各回とも 13:00～14:30

●会場：Microsoft Teams
●レクチャー：
「口腔機能低下症とは・算定のポイント
●定員：各回 100 名
・検査方法・患者説明/管理/対応」
●受講料：無料
●動画上映：※監修：東京歯科大学教授：櫻井薫先生
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所
「検査からの管理の流れ・トレーニング編」
℡092-441-1286

㈱ジーシー Online Seminar
㈱ジーシー九州営業所設立 50 周年記念講演
『 伝える力 』
～医院力を強化するコミュニケーション～

●講師：柴原 由美子 先生
（歯科医師／ライフセラピスト）

2021 年 4 月 25 日(日) 10:00～13:00

●会場：Zoom によるオンライン
●定員：100 回線
●受講料：GC 友の会会員・スタッフ 3,300 円（1 回線）
会員外 11,000 円（1 回線）
●問合せ：㈱ジーシーDIC ℡0120-416480
お申込QR コード
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開催地

熊本

開催地

福岡
・
Web

開催地

福岡

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 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

●講師陣：
●会場 ：くまもと森都心プラザなどの県内の会議室
1 回目＝椿 誠 先生（椿歯科クリニック院長）
もしくはオンライン（Zoom）
2 回目＝坂元彦太郎先生
●定員 ：各回 45 名
（ヒコデンタルクリニック院長）
●受講料：DH&DT：全受講 36,000 円（早期割引 30,000 円）
3 回目＝中山秀樹教授（熊本大学病院口腔外科教授）
単発受講 6,000 円
4 回目＝東 克章先生（東歯科医院院長）
歯科医師：全受講 48,000 円（早期割引 42,000 円）
5 回目＝園田隆紹先生（共愛歯科副院長）
単発受講 8,000 円
6 回目＝添島義樹先生（添島歯科医院院長）
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
お申込 QR コード⇒
●問合せ：Merci&Merci Takako Dental Hygienist Office 本田貴子
℡090-9651-4504／ Mail：merci.and.merci@gmail.com
※第 1 回目は終了いたしました。
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。
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、2、3 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

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

●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業）

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
●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

福岡

開催地

福岡

第 45 回 九州デンタルショー 2021
「白い歯・笑顔の先につながる世代」
●主催：一般社団法人 福岡県歯科医師会
福岡県歯科用品商組合
●協賛：一般社団法人 福岡県歯科技工士会
一般社団法人 福岡県歯科衛生士会
九州歯科用品商協同組合
●後援：一般社団法人 日本歯科商工協会
日本歯科用品商共同組合連合会
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 5 月 29 日(土) 12:00～19:00
5 月 30 日(日)
9:00～16:00
●会場 ：マリンメッセ福岡 A 館
※徹底した感染症対策のもと開催！
●問合せ：九州デンタルショー事務局
℡092-283-7005
※開催期間中 ℡092-262-3975
公式サイト QR コード

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

●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
●講師：福岡口腔インプラント研究会講師陣
●受講料：全 2 回 27,000 円（昼食・材料費込・消費税別）
●主催：公社）日本口腔インプラント学会認定施設 ●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
一社）福岡口腔インプラント研究会（FIRA）
（ばば歯科クリニック内事務＝冨岡様）
℡092-846-4066／申込み Fax092-852-3423
ホームページ：http://2013fira.com/
携帯番号 070-1944-6575

E-mail：fira.jp.mb@gmail.com
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開催地

福岡

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

●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業）

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
●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
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

Fukuoka Clinical Dental Course 2021
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

●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

●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

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

福岡

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

●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業）

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
●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

開催地

熊本

第 8 期『川嵜塾』2021～2022
拡大視野における MＩ治療を習得する
マイクロデンティスト・リアルデンティスト
育成講座
●講師：川嵜 俊明 先生（熊本市開業）
●インストラクター：
陶山 新吾 先生（久留米市開業）
河端 憲彦 先生（熊本市開業）
岩﨑 智幸 氏
（カメラマン・熊本県上益城郡開業）
※第 8 期からこれまでの 8 回コースから
9 回コースへ拡大！

第 1 回：10 月 9 日(土)・10 日(日)、第 2 回：11 月 13 日(土)・14 日(日)
第３回：2022 年 1 月 15 日(土)・16 日(日)
第 4 回：2 月 12 日(土)・13 日(日)、第５回：3 月 12 日(土)・13 日(日)
第６回：4 月 9 日(土)・10 日(日)、第 7 回：5 月 14 日(土)・15 日(日)
第 8 回：6 月 11 日(土)・12 日(日)、第 9 回：7 月 9 日(土)・10 日(日)
※時間＝土曜日 15:00～19:00、日曜日 9:00～16:00
●会場 ：川﨑歯科医院 3F 研修室
（熊本市中央区安政町）
●定員 ：12 名
●受講料：新規 720,000 円、再受講 480,000 円
スポット再受講各回 60,000 円
（但し 2 回目は 80,000 円）
●問合せ：川嵜塾事務局（㈲マクロン内）
お申込QR コード
℡096-385-0811 担当＝荒木

～基礎力を高め・応用力を磨き・確実で高精度の診療を～第 1 回：歯科医療の基礎講座と基礎資料収集、第 2 回：診断・治療計画・患
者様へのプレゼンテーション、第 3 回：咬合診断、第 4 回：歯周形成外科、第 5 回：コンポジットレジン、第 6 回：エンド、第 7 回：
支台歯形成、第 8 回：ラミネートベニア・インプラント、第 9 回：講座のまとめ・ケースプレゼンテーション

発行：株式会社 UK デンタル
熊本・鹿児島・久留米・福岡・長崎・宮崎・大分

ホームページアドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｋｄｅｎｔａｌ．ｃｏ．ｊｐ

