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『 セラブライト 』 
＜ 岡部 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準価格＝50g入 2,400円 

 

ハーモニーシリーズ 

／ヒューフレディ・ジャパン 

＜歯科用スケーラー＞ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ヒューフレディ・ジャパンから発売された

“ハーモニーエルゴノミックスケーラー”

は、エバーエッジ2.0の切れ味と、人間工

学に基づく技術「TrueFitTMテクノロジー」

で設計されたハンドルを融合したスケー

ラーです。同社製角柄ハンドル（#2）と

比較して、把持力が 57.3%低くなり、よ

り軽い力でインスツルメントを把持でき

るため、反復動作による手の疲労や手根管

症候群などのリスクを軽減します。 

 

【特徴】 

●スケーリング時の手の動きをデータ化

して、より把持しやすいようにデザイン

されたハンドルで、重すぎず軽すぎな

い、絶妙の重さのハンドルです。 

●耐久性の高いメタルハンドルと凹の二

重らせんパターンは、手指感覚を向上さ

せ、手指の疲労を軽減します。 

●シリコングリップにより、あらゆる方向

から確実で素早い把持が可能です。 

●グレーシーキュレットの基準となって

いるオリジナルスタンダードの 6 種と

シックルスケーラー5種、ユニバーサル

キュレット2種をラインナップ。 

 

標準価格＝1本   6,200円 

グライドファインダー 

／マニー 

＜穿通用ファイル＞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

マニーから発売された“グライドファイン

ダー”は、先端部のテーパーを強化するこ

とで「穿通性」＋「切削性」を兼ね備えた

穿通用ファイルです。断面形状の変化によ

り優れた切削性と柔軟性を有し、穿通のみ

ならずグライドパス形成にも有効なファ

イルです。 

 

【特徴】 

●マルチブルな断面形状とテーパーによ

り、通常のKファイルよりコシが強く穿

通性に優れています。 

●先端部（0～3.5mm）は正方形（Kファ

イル）の.03テーパーの強テーパーです。 

●シャフト部（3.5mm～）は、長方形（RT

ファイル）の.02 テーパーで、RT 化に

より柔軟性と切削性が向上します。 

●切削性を有しているため、穿通と同時に

予備拡大（グライドパス）の効果があり

ます。 

●高い座屈耐久性（コシ）を保持し、Kフ

ァイルで開きづらい根管の穿通に有効

です。 

●ファイル長は21mmと25mmの2種

類、規格は#08、#10、#12、#15

の4サイズをラインナップ。 

 

標準価格＝1ケース（6本入）2,200円 

ナノテクノロジーで新時代のエナメルトリートメントを！ 
 

今回ご紹介させていただきます商品は、㈱岡部より発売されておりますPMTCペー

スト/エナメルトリートメントペースト『セラブライト』です。特許取得の技術で世界

最小のナノハイドロキシアパタイト（球状：40nm・ロッド状：150nm）で強いイオ

ン結合性を持っており、歯面に広げやすく飛び散らない粘度、歯面細部にまで届きエナ

メル質の再修復を促します。 

実際にご使用いただいております医院様からは、「象牙細管に入るほどの細かいナノ

サイズなので知覚過敏やホワイトニング後の痛みがある患者様にも安心して使えま

す！」とのお声もいただいております。 

また、現在特別価格にてご提供中ですので、今までに経験したことのないような歯面

のツヤやすっきりした爽快感をぜひお試しください！詳細につきましては弊社営業担

当者へお問い合わせください。 

 

                  福岡店 営業一課 久和 恒平 

NewTom／ｉCAT 

＜アーム型X線CT診断装置＞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｉCAT から NewTom（イタリア）※の

歯科用CT機3機種が新しく発売されまし

た。ラージFOV（頭部全体）のVGi evo、

ミドルFOV（顔貌全体）のGiANO HR、

スモール FOV（歯列全体）のGOからお

選びいただけます。 

※1996 年に世界で初めて歯科用 CBCT

を発売した NewTom は、歯科用 CBCT

の世界的リーディングブランドです。 

 

【特徴】 

●全機種ともに最小の照射線量で最高の

画質を実現する「SafeBeam™」機能

を搭載。患者様の体格に合わせて照射量

を自動調整し、最適な照射量で撮影。 

●全機種、金属アーティファクト低減フィ

ルターを搭載。 

●VGi evo はフラッグシップモデルにし

てNewTom史上最高画質の装置。歯科

用CBCTにはない嚥下造影（VF）撮影

も可能です。 

●GiANO HR は一般診療やインプラント

などだけでなく矯正・気道・TMJ・サイ

ナスの診断も可能です。 

●GOは世界初・省スペースの壁付けタイ

プも選択可能。レントゲン室の狭い医院

様にお勧めの機種です。 

 

標準価格＝VGi evo 18,000,000円 

     GiANO HR 9,900,000円～ 

     GO        7,980,000円～ 
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開催地 
㈱ジーシー アローマインジェクション 

ユーザー様向けWeb説明会～オンデマンド～ 
2021年 現在配信中～6月20日(日)迄 

Web 
●連合印象用アルギン酸塩印象材「アローマインジェ 

クション」の開発担当研究員によるWeb説明会 

●会場：オンデマンド配信 

●受講料：無料  

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 

 ℡092-441-1286 

 

開催地 

モリタ友の会クリニカルチャーWEBセミナー 

2時間で学ぶ最先端のマウスガードサポート 

～カスタムメイド作製は歯科医行為です～ 

2021年 現在配信中～6月27日(日)迄 

Web ●講師：竹内 正敏 先生（京都市開業） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●定員 ：100名 

●受講料：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Digital Seminar 

「デジタル環境」「レーザー」の活用による医院変革 

～コミュニケーション戦略と優しい治療の実践～ 

2021年 現在配信中～6月30日(日)迄 

Web ●講師：吉嶺 真一郎 先生（鹿児島市開業） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱モリタセールスプロモーション係 

℡06-6380-2586 

 

開催地 

モリタ CT発売20周年記念WEBセミナー 

新時代のエンド・ペリオ病変治療に欠かせない

CBCT 

2021年 現在配信中～6月30日(水)迄 

Web ●講師：石川 亮 先生（兵庫県尼崎市開業） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱モリタセールスプロモーション係 

℡06-6380-2586 

 

開催地 

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 

2021年 現在配信中～7月31日(土)迄 ※好評につき再配信！ 

Web 

●Part1講師： 

辻本 恭久 先生 

（日本大学松戸歯学部先端歯科治療学講座教授） 

伊澤 真人 先生 

（高倉歯科マインドクリニック副院長） 

●Part2講師： 

  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） 

 

 

●会場 ：オンデマンド配信 

●受講料：モリタ友の会会員3,300円、未入会6,600円 

     ※Part１、Part2とも視聴可能です。 

●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 6月9日(水)、6月10日(木)、6月23日(水)、6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  

 

【新型コロナウイルス感染拡大の影響につきまして】 
 

掲載セミナーにつきましては、新型コロナウイルスにおける感染拡大の影響により、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 

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 

㈱ジーシー WEBセミナーLive 

ホワイトニングによる歯科医院経営向上セミナー 

～ホワイトニングは医院経営の救世主となれるか～ 

2021年 6月13日(日) 10:00～13:00 

Web 
●講師：須崎 明 先生 

（愛知県北名古屋市：ぱんだ歯科開業） 

●会場：Zoomオンラインシステム 

●定員：100名 

●受講料：GC友の会会員医院5,000円 

2021GC友の会会員同時入会医院13,800円 

非会員医院13,800円（税込） 

●問合せ：㈱ジーシー名古屋営業所 

 ℡052-757-5722 

 

開催地 

中四国・九州エリア限定企画WEBセミナー 

歯科医院の「医院力」を強化する 

エンド、難症例を攻略する 

2021年 6月13日(日)～6月27日(日)迄 

Web ●講師：泉 英之 先生（西本歯科医院） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係 

℡092-611-7011 

 

開催地 
UK Online Seminar 2021 

患者さんに合わせたブラッシングセミナー 
2021年 ②6月16日(水) 13:00～14:30 

Web 

●講師：㈱ジーシー歯科衛生士 

●13:00～13:20＝ルシェロ歯ブラシ 

●13:20～13:40＝トリプラークＩDジェル 

●13:40～14:00＝MＩペースト 

●14:00～14:30＝ルシェロフロス 

※日程①は終了いたしました。 

●会場 ：Microsoft Teamsオンラインシステム 

●定員 ：各回20回線 

●受講料：無料 ※セミナー参加特典付き！ 

●問合せ：㈱UKデンタル企画部 ℡096-377-2555 

口腔内の改善・健康の維持を保つには、“リスク”を把握し、その“リスクに”に合ったセルフケア用品を処方する必要があります。 

本セミナーでは、カリエスリスクに焦点を当て、ジーシー社おすすめのセルフケア用品とその特徴をお話しいただきます。 

 

開催地 

デンツプライシロナ「歯科の森」2021 

Special Online Seminar 

2週間限定オンデマンド配信 

6月16日(水)～30日(水)、7月14日(水)～28日(水) 

8月11日(水)～25日(水)、9月15日(水)～29日(水) 

10月13日(水)～27日(水)  

Web 

【講師陣】 

・6月：加藤 雄大 先生（北欧歯科） 

・7月：菅原 淳道 先生（菅原歯科医院） 

・8月：西岡 真人 先生（西岡矯正歯科医院） 

・9月：中山 雪詩 先生（佐賀記念病院） 

・10月：赤間 廣輔 先生（あかま歯科クリニック） 

●会場 ：WEBオンデマンド配信 

●受講料：視聴無料 

●申込み：https://cvent.me./0KO8rB 
●問合せ：デンツプライシロナ㈱九州リージョン         

℡092-518-1800 

 

開催地 

白水貿易ウェビナー 

ハンズオンで学ぼう！ 

ルートプレーニングが上手にデキル方法 

ウェビナーでSRPのニガテを克服しませんか？ 

2021年 6月17日(木) 13:00～14:00 

※開催後、約7日間見逃し配信あり。 

Web ●講師：丸橋 理沙 先生（歯科衛生士） 

 

●会場 ：Zoomオンラインシステム 

●定員 ：100名 

●受講料：6,800円（実習セット・消費税込） 

●問合せ：白水貿易㈱セミナー係 ℡06-6396-4411 

 

開催地 

ヨシダ WEBセミナー 

エムドゲイン®を用いた歯周再生療法 

～創傷治癒に与える影響とその予後～ 

2021年 6月17日(木) 19:00～21:00 

7月11日(日) 10:00～12:00 

Web 
●講師：尾野 誠 先生 

   （医療法人泰歯会 四条烏丸歯科クリニック） 

●会場 ：Zoomオンラインシステム 

●定員 ：各300名 

●受講料：無料 

●問合せ：ヨシダ㈱器材部 ℡03-3845-2931 

                担当：廣岡 

 

お申込QRコード 

お申込QRコード 

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 

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） 

 

 

 

 

※第1、2回目は終了いたしました。 

●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 
九州歯科大学同窓会主催 

2021年度 ポストグラデュエートセミナー 

第1回：6月20日(日)、第2回：7月4日(日)、第3回：8月22日(日) 

第4回：9月12日(日)、第5回：10月24日(日)   

※時間＝各回とも午前の部9:30～12:00、午後の部13:00～15:30 

福岡 

※ライブ講演とオンライン講演との 

ハイブリッド開催 

 

●講師陣： 

第1回：吉居慎二先生／甲斐康晴先生 

第2回：黒石加代子先生／大串奈津貴先生 

第3回：池田弘先生／池上龍朗先生 

第4回：臼井通彦先生／安増一志先生 

第5回：大渡凡人先生／河内太吉先生 

●会場 ：九州歯科大学 本館5F 501講義室 

●定員 ：ライブ講演50名、オンライン講演定員なし 

●受講料：九歯大同窓会会員：全回受講25,000円、1回受講10,000円 

      九歯大同窓優待会員：全回受講27,500円、1回受講11,000円 

     非会員：全回受講30,000円、1回受講12,000円 

     歯科衛生士：九歯大口腔保健学科同窓会会員1回受講3,000円 

     その他の歯科衛生士1回受講5,000円 

●問合せ：九州歯科大学同窓会事務局 ℡093-561-5077  

     E-mail：kdu-jimu@kyushi-doso.jp 

     ホームページ http://kyushi-doso.jp 

 

開催地 

トクヤマデンタル倶楽部 義歯セミナー 

超高齢社会の必需品、光重合型リベース材と 

光重合器の有効かつ安心な活用テクニック 

2021年 6月20日(日) 14:00～16:00 

※7月19日迄アーカイブ配信予定 

Web 

●講師：田中 五郎 先生 

（神奈川県：田中歯科医院院長） 

山本 洋一 先生（㈱メディナ取締役） 

●会場 ：Webライブセミナー 

●受講料：トクヤマデンタル倶楽部会員5,500円 

     会員紹介の技工士様5,500円 

会員外11,000円（消費税込） 

●問合せ：トクヤマデンタル倶楽部事務局  

℡0120-54-1182 

 

開催地 
ヨシダ WEBセミナー 

大臼歯におけるエンドのクリニカルマネージメント 
2021年 6月20日(日) 10:00～12:00 

Web 
●講師：牛窪 敏博 先生 

    （大阪市：歯内療法専門医院開設） 

●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 
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開催地 

熊本県歯科衛生士会主催  

令和3年度 新人育成研修会 

全6回コース 

第2回：6月20日(日)、第3回：7月18日(日)、第4回：8月22日(日) 

第5回：9月特別講演、第6回：10月17日(日) 

※時間：全回とも10:00～12:00 

熊本 

・ 

Web 

●講師：熊本県歯科衛生士会 講師陣 

【カリキュラム】 

医療接遇／アシスタントワークのコツ／口腔ケア 

資料採得のポイント／歯周治療の基礎知識 

インプラント治療／キャリアデザイン 

シャープニング実習／SRP実習など 

※第1回目は終了いたしました。 

●会場 ：オンラインならびに熊本県歯科医師会館 

●定員 ：10名限定 

●会費 ：オンライン3回コース＝会員16,000円 

非会員30,000円 

     全受講実習付6回コース＝会員30,000円 

非会員50,000円 

●問合せ：熊本県歯科衛生士会事務局 

℡&Fax096-360-3415 

 

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～ 

2021年 6月 24日(木) 18:30～19:45 

Web 
●講師：鈴木 宏樹 先生 

（福岡県糟屋郡：篠栗病院歯科） 

●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 

 

開催地 

ヨシダ WEBセミナー 

オムニ6機能によるストレスフリー治療の実現 

マイクロスコープを応用した精密外科治療 

2021年 6月24日(木) 18:30～21:30 

Web 

●講師：中田 光太郎 先生 

    （京都府京都市開業 

        ／医療法人社団洛歯会理事長） 

●会場 ：Zoomオンラインシステム 

●定員 ：200名 

●受講料：無料 

●問合せ：ヨシダ㈱器材部 ℡03-3845-2931 

                担当：海保・大原 

 

開催地 

白水貿易ウェビナー 

誰でもできる 

    インプラントメインテナンスのPoint！！ 

2021年 6月24日(木) 13:00～14:00 

※開催後、約7日間見逃し配信あり。 

Web 
●講師：田内 友貴 先生 

（フリーランス歯科衛生士） 

●会場 ：Zoomオンラインシステム 

●定員 ：100名 

●受講料：無料  

●問合せ：白水貿易㈱セミナー係 ℡06-6396-4411 

 

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。 
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開催地 

ヨシダ WEBセミナー 

半導体レーザーで変わる歯周治療 

～レーザー新時代の到来～ 

2021年 6月30日(水) 19:30～20:30 

Web 

●講師：山下 素史 先生 

（福岡県福岡市：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 

●受講料：無料 

●問合せ：ヨシダ㈱機械部 ℡03-3845-2941 

                担当：橋本 

 

開催地 
トクヤマデンタル ライブセミナー 

オムニクロマ パーフェクトマスター 
2021年 7月 1日(木) 20:00～21:0 

Web 

●講師：田代 浩史 先生（浜松市開業） 

    岩崎 圭祐 先生（東京都開業） 

    保坂 啓一 先生 

（徳島大学歯学部再生歯科治療学教授）  

    樋口 惣 先生（福岡市開業） 

●会場 ：オンラインLive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 

㈱ジーシー Webアカデミー 

ホワイトニングの導入をお考えの歯科医院様へ！ 

TｉONホワイトニング（ベーシック） 

2021年 7月 1日(木) 13:00～14:15 

Web ●講師：㈱ジーシー歯科衛生士 

●会場 ：Microsoft Teams 

●定員 ：30回線 

●受講料：無料（セミナーテキストなど資料き） 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 

 

開催地 

歯科医師・歯科技工士対象 

モリタ友の会クリニカルチャーWEBセミナー 

吸着総義歯の成功への道 

2021年 7月1日(木)～8月29日(日)迄 

Web 
●講師：大滝 絵梨花 先生 

（有床義歯学会JPDA APS） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●定員 ：120名 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱モリタ大阪本社セミナー係 

℡0120-988-291 

 

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 7月 1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 
Tｉハニカムメンブレンを用いた 

   安全なGBRテクニック ～模型実習付き～ 
2021年 7月 4日(日) 10:00～16:00 

福岡 ●講師：小田 師巳 先生（大阪府堺市開業） 

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 セミナー会場 

●定員 ：10名 

●受講料：モリタ友の会会員55,000円、会員スタッフ58,300円 

未入会69,300円（消費税込） 

●問合せ：㈱モリタ大阪本社セミナー係 ℡0120-988-291 
 

開催地 
ヨシダ Web Liveセミナー 

削らないホワイトスポット治療・ＩCON 
2021年 7月 4日(日) 10:00～12:00 

Web 

●講師：指宿 隆秀 先生 

（医療法人叔美会 

TOOTH CREATE TOKYO勤務） 

●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 
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開催地 熊本歯牙移植研究会 第24回例会 2021年 7月10日(土) 19:00～21:00（時間帯は変更の可能性有） 

熊本 

・ 

Web 

【内容】②移植歯の抜歯について 

Ⅰ．基調講演：小野 恒佑 先生 

「歯根膜の保存を意識した移植の取り組み（仮題）」 

Ⅱ．症例発表：木村 浩幸 先生 

「移植歯（ドナー）に応じた自家歯牙移植の 

問題点について症例を通して考える」 

●会場 ：Zoomオンラインシステム 

●参加費：無料 （開業医・勤務医・スタッフ） 

●申込み：参加希望の場合は問合せ先メールアドレスに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 
※今後の例会での基調講演は、③移植床の形成の仕方など（10月）、④移植後の歯周組織の治療など（R4.1月）、⑤根治から補綴まで

（4月）を予定しております（内容変更の可能性あり）。 

 

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3回：2021年 7月10日(土)・11日(日) 

※時間＝土曜日10:00～17:00、日曜日9:00～16:00 

第4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） 

※第1、2回目は終了いたしました。 

●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 

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） 

※第1、2、3、4、5回目は終了いたしました。 

●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 

㈲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 後期 

第1回：7月17日(土)・18日(日)、第2回：8月21日(土)・22日(日) 

第3回：9月11日(土)・12日(日)、第4回：10月9日(土)・10日(日) 

第5回：11月13日(土)・14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 ：栃原歯科研修室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 

モリタ友の会 クリニカルチャー研修会 

入門！グレーシーキュレット基本のA・B・C 

入門コース／模型実習付 

2021年 8月 1日(日) 10:00～17:00 

鹿児島 

●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 ：鹿児島県市町村自治会館505号室 

●定員 ：10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： ㈱モリタ鹿児島営業所セミナー係 ℡099-251-1778 

 

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) 

時間：土曜日10:00～17:00、日曜日9:00～16:00 

※第6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） 

※第1、2回目は終了いたしました。 

●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 

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 8月28日(土) 14:00～19:00 

8月29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 

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 
 

開催地 

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 

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 

熊本 

●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！ 

●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） 

℡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 

 

開催地 第8回 UKデンタルフェア  
2021年 11月27日(土) 13:00～19:00 

11月28日(日)  9:00～17:00 

熊本 

◆特別講演会：11月27日(土)  

土屋 和子 先生（歯科衛生士／フリーランス） 

◆コラボレーション特別講演会：11月28日(日) 

西川 義昌 先生（鹿児島県すみよし歯科勤務） 

崎田 竜仁 先生（鹿児島ミリングセンター代表） 

●出展メーカー：約80社予定 

●フェア会場 ：グランメッセ熊本 Aブース 

                  （益城・熊本空港インター近く） 

●特別講演会場：グランメッセ熊本 2F コンベンションホール 

●問合せ：㈱UKデンタル ℡096-377-2555 

新型コロナウイルスの影響を受け一旦順延とさせていただいておりました “第8回UKデンタルフェア”ですが、本年11月に開催す

る運びとなりました。皆様に安心してご来場いただけますよう、可能な限りの感染予防対策を施し開催する予定でございます。 

 

開催地 

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 
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