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『 インナーグローブ・ジェル 』 
＜ サンデンタル ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   標準価格＝45ｇ入  2,800円 

 

デンタビジョン／日本ビスカ 

＜デンタルサイネージ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

日本ビスカから発売された“デンタビジョ

ン”は、ディスプレイを通じて様々な情報

を発信する歯科専用のデンタルサイネー

ジシステムです。高クオリティ、豊富なコ

ンテンツで、待合室の価値を変える新たな

コミュニケーションツールです。 

 

【特徴】 

●診療内容の説明やリアルタイムな情報

を発信でき、訴求力の強い動画で待合室

を患者さんとのコミュニケーションの

場に変えます。 

●心理学に基づいた動画コンテンツを豊

富にランナップし、患者さんの診療への

興味を喚起します。 

●Youtuberとのコラボによって「リアル

な声」の動画を実現。実際に治療を受け

た患者さんの生の声により、説得力が増

します。 

●むし歯治療・ホワイトニング・矯正・イ

ンプラントなど、見せたいテーマの動画

を自由に選定し、待合室や診療室など見

せたい場所に応じて自由に配信するこ

とが可能です。 

●ネット環境とTVモニター（HDMI端子

あり）があれば、導入も簡単・スピーデ

ィに行えます。 

 

標準価格＝初期導入費用 150,000円 

     月額費用     12,000円 

KZR-CADジルコニア ホワイト

グラデーション／YAMAKＩN 
＜歯科切削加工用セラミックス＞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAMAKIN からホワイトニングにも対応

できる新しいシェードのジルコニアディ

スク“KZR-CAD ジルコニアグラデーシ

ョン A0フワイト”が発売されました。今

回追加された「A0 ホワイト」は、一般的

なシェードガイドのA1よりも更に白いシ

ェードで、より白さが求められる症例に対

応します。 

 

【特徴】 

●透明性が高く、透明感のある「GR- 

SHT-A0 ホワイト」と透光性と強度を

兼ね備えた「GR-HT-A0ホワイト」の

2種類をラインナップ。厚さは14mm、

18mm、22mmの3種類です。 

●コントラスト比が各層均一になるよう

制御しており、色調変化がなめらかで高

い審美性を実現しています。 

●単一組成積層型のため、切端部から歯頸

部まで均一な強度があり、ひずみなども

なく安心して使用できます。 

●切削加工に最適な硬さを示すよう借焼

結してあり、切削中のチッピングを抑制

し、安定かつ精度よく加工することがで

きます。 

 

標準価格＝14mm（1枚）36,000円 

     18mm（1枚）39,000円 

     22mm（1枚）41,000円 

グローブの装着が楽に行える魔法のジェル！ 
 

今回ご紹介させていただく製品は、サンデンタル㈱から発売されております『インナー

グローブ・ジェル』で、グローブの装着前に手に塗っていただくジェルです。 

 こちらの製品を使用することで、高性能シリコーンが手にしっかり皮膜をつくり、手

のグローブ荒れを防ぐことやグローブ装着時の発汗によるべたつき感、かゆみ、締めつ

け感が軽減し、グローブの装着・着脱がスムーズになります。また、少量で伸びがよく、

手全体に潤いを与えてくれる効果もあります。1個（45ｇ）で約250～300回分使用

ができるのでとても経済的です。 

 実際にご使用いただいている先生やスタッフ様からは、「グローブ装着時でのべたつき

感が今までと違ってとても良いです。」や「グローブ装着がスムーズにできて楽になりま

した。」との声を頂いております。是非一度お試しいただきたい製品ですので、詳しくは

弊社営業担当者までお気軽にお尋ね下さい。 
 

                    熊本店 営業三課 石坂 高大 

ラッキーボーイDⅢα 

／日本歯科商社 
＜歯科用スクラブハンドクリーナー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本歯科商社から発売のスクラブハンド

クリーナー「ラッキーボーイ」が、“ラッ

キーボーイDⅢα”としてリニューアル発

売されました。スクラブは植物性由来原料

を 100%使用したセルロースを使用。手

にも環境にもやさしいスクラブハンドク

リーナーです。 

 

【特徴】 

●指紋や爪の間にこびりついた研磨材や

接着剤、またカーボンやインキなどをき

れいにこすり落とします。 

●インレーやクラウンの研磨時に付着す

るがんこな汚れに最適です。 

●生分解性スクラブは水に簡単に流され

るので、洗い場に溜まったりすることな

く、職場が清潔に保てます。 

●洗浄力に優れ、皮膚に対する刺激が少な

い界面活性剤を使用しています。 

●安全面と環境面に配慮した成分を使用

した、PRTR法非該当のハンドクリーナ

ーです。 

●土・川・海の中に棲息する一般的な微生

物の働きにより水と二酸化炭素に分解

されます。 

 

標準価格＝1.4kg入ボトル 4,500円 
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開催地 

モリタ WEBセミナー  

MORITA CT 20th ANNIVERSARY 

造成した骨は正しく評価されているのか？ 

2021年 現在配信中～9月30日(木)迄 

Web 
●講師：野阪 泰弘 先生 

（大阪歯科大学インプラント学講座非常勤講師） 

●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 アシスタントセミナー【初心者対象】 

基礎知識コース 
2021年 現在配信中～9月30日(木)迄 

Web ●講師：モリタ歯科衛生士インストラクター 

●会場 ：オンデマンド配信 

●定員 ：150名（対象：受付・歯科助手） 

●受講料：モリタ友の会スタッフ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 WEBセミナー 

Dr.麻生のあっそうなんだ！シリーズ【エンド編】 

いまさら聞けない根管治療の基本の“き” 

2021年 現在配信中～10月17日(日)迄 

Web ●講師：麻生 昌秀 先生（東京都中野区開業） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●受講料：モリタ友の会会員1,000円、未入会2,000円 

●問合せ：㈱モリタ東京本社セミナー係  

℡03-3834-6164 

 

開催地 

モリタ WEBセミナー 

Dr.麻生のあっそうなんだ！シリーズ【形成編】 

マイクロスコープを使った形成のコツ 

2021年 現在配信中～10月31日(日)迄 

Web ●講師：麻生 昌秀 先生（東京都中野区開業） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●受講料：モリタ友の会会員1,000円、未入会2,000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 

患者さんが長く続けられる！ 

         シンプルセルフケアのポイント 

2021年 ②9月 8日(水) 13:00～14:00 

※①8月日程は終了いたしました。 

Web 

●講師：㈱ジーシー歯科衛生士 

【内容】①「自分ゴト」になる説明のポイント 

②ルシュロ歯ブラシペリオタイプ 

③ルシェロペリオブラシ 

④おとなのトータルケア歯みがきジェル 

●会場 ：Zoomオンラインシステム 

●定員 ：各回20回線 

●受講料：1回線1,000円（税込） ※セミナー参加特典付き！ 

※但し、ルシェロペリオブラシ（ハンドル付）1箱ご購入で無料。  

●問合せ：㈱UKデンタル企画部 ℡096-377-2555 

『患者さんに長く通っていただき、よりよい関係作り』につながるよう、患者さんへの説明方法やオススメのセルフケアグッズについて

ご紹介するWebセミナーです。 

 

開催地 

UK Online Seminar 2021 

デジタル歯科技工の進化と保険適用範囲の拡大 

～for Digital Technician～ 

第1回：2021年 9月 9日(木) 20:00～21:20 

第2回：2021年 9月16日(木) 20:00～21:20 

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） 

第1回「デジタル歯科技工の基本と将来性」 

第2回「CAD/CAMや3Dプリンターで出来ること」 

●会場 ：Zoomオンラインシステム 

（1時間の講義と20分の質疑応答予定） 

●定員 ：各30名様 

●受講料：無料 

●共催 ：クルツァージャパン㈱ 

●問合せ：㈱UKデンタル企画部 ℡096-377-2555 

デジタルで作製した補綴物（CAD/CAM冠）が保険適用されて7年が経過し、メタルに代わるデジタルで作製した補綴物の保険適用が

進んでおります。デジタルの導入は作業効率の向上と労働環境の改善につながります。今回、「デジタル歯科技工の現状と将来性」と

「CAD/CAMや3Dプリンターで出来ること」の2つをテーマに進化し続けるデジタル歯科技工の概要をお伝えしていただきます。 

 

【ご注意】 
 

掲載いたしておりますセミナー情報につきましては、新型コロナウイルスにおける感染状況により、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 
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開催地 

第7期・第8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) ※満員御礼！ 

第8期：2021年 11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：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 

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4回：2021年 9月11日(土)・12日(日) 

※時間＝土曜日10:00～17:00、日曜日9:00～16:00 

第5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、3回目は終了いたしました。 

●会場 ：久留米リサーチパーク 2F 研修室D（久留米市百年公園1-1） 

●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 
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 

・ 

Web 

※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 

※第1、2、3回目は終了いたしました。 

●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  HP http://kyushi-doso.jp 

 

開催地 伝わる！ブラッシング指導セミナー          2021年 9月12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㈱） 

●後援：ライオン歯科材㈱ 

●会場 ：JR博多シティ 10F 小会議室3 

●受講料：19,800円（消費税込） 

※事前お振込みの場合16,500円 

●問合せ：℡090-9585-8834   

E-Mail：amsbrillia@gmail.com 

          URL：ttps://resast.jp/page/ 

consecutive_events/10093 

 

開催地 EMS SDAオンラインセミナー 

2021年 9月15日(水)、9月16日(木)、10月6日(水)、10月7日(木) 

10月20日(水)、10月21日(木)、11月10日(水) 

11月11日(木)、11月24日(水)、11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  

 

 

お申込QRコード 

お申込QRコード 
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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 

9月15日(水)～29日(水)、10月13日(水)～27日(水)  

Web 

【講師陣】 

・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 

UK Online Seminar 2021 

～臨床で取り入れよう！～ 

口腔機能検査セミナー 

～はじめよう！口腔機能低下症への対応～ 

2021年 ③9月16日(木) 13:00～14:20 

④10月6日(水) 13:00～14:20 

⑤11月18日(木) 18:00～19:20 

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 

※①7月、②8月日程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 
CEREC 35th anniversary Webinar 

Digital Dentistryのその先へ 
2021年 9月19日(日) 10:00～11:30  

Web 

●特別基調講演：山本 康正 先生 

        （京都大学大学院特任准教授） 

●第二部講師： 

荒井昌海先生／佐々木英隆先生／草間幸夫先生 

●会場 ：WEBオンラインセミナー 

●受講料：視聴無料 

●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 

生涯研修基本研修課程・日技指定研修 

「顎口腔機能学日技指定研修」 

『顎口腔機能学』をわかりやすく！ 

2021年 9月19日(日) 10:00～13:30 

熊本 

●講師：小出 馨 先生 

（日本歯科大学院新潟生命歯学研究科 

機能性咬合治療学主任教授） 

森野 隆 先生 

（公益社団法人日本歯科技工士会副会長） 

●会場 ：くまもと県民交流館 パレア 10F 

●受講料：無料 

●問合せ：熊本県歯科技工士会（学術担当：片山・池上） 

℡096-360-9080 

  E-Mail：kuma.kengi.gaku@gmail.com 

 

開催地 

ヨシダ Webセミナー 

設備投資がコロナ後のクリニックの 

             未来と臨床を変える 

～これから始めるマイクロスコープ～ 

2021年 9月22日(水) 18:30～20:30 

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 ：500名 

●受講料：無料  

●問合せ：ヨシダ㈱器材部（山口） 

℡03-3845-2931 

 

開催地 
Digital Dentistry Summit in Fukuoka 

福岡から発信される未来のデジタルデンティストリー 
2021年 9月23日(木／祝) 10:00～16:00 

福岡 

●講師：木原 敏裕 先生（奈良県生駒市開業） 

    飯田 啓介 先生（愛知県名古屋市開業） 

    藤本 博 先生（熊本県荒尾市開業） 

    上原 芳樹 先生（大阪府東大阪市開業） 

    松下 至宏 先生（愛知県大府市開業） 

●会場 ：天神クリスタルビル 3F A・Bホール 

●定員 ：50名 

●聴講料：早割（8/20迄）5,000円 

     通常（8/21以降）10,000円 

●問合せ：デンツプライシロナ㈱ 福岡支店  

℡092-518-1800 
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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 9月29日(水) 19:30～21:00 

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オンラインシステム 

●定員 ：50名 

●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 WEBセミナー 

歯科医師向け・スタッフ向け 

今こそ取り組もう！既知&未知感染症への予防的対策 

～安全性確保のための飛沫感染対策 

           ・環境整備・滅菌方法～ 

2021年 9月29日(水)～10月31日(日)迄 

Web 

●講師：柏井 伸子 先生 

（口腔科学修士／歯科衛生士 

／㈲ハグクリエイション代表） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●定員 ：各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：㈱モリタ東京本社セミナー係  

℡03-3834-6164 

 

開催地 
口腔ケアWebセミナー 

高齢者の方々の介護に携わるみなさまへ 
2021年 9月30日(木) 11:00～21:30（配信時間のみ再生可能） 

Web 

●演題：「口腔機能低下症とヒノキチオール配合 

ジェルを用いた口腔ケア」 

●講師：上田 貴之 先生 

（東京歯科大学老年歯科補綴学講座教授） 

●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 

 

開催地 

モリタ友の会クリニカルチャー講演会 

WEBセミナー 

治療を始める前に咬合を考えてみませんか 

2021年 10月1日(金)～10月31日(日) 

Web 

●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） 

 

 

●会場 ：オンデマンド配信 

●定員 ：180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 

ヨシダ Webセミナー 

HaBon発売記念特別オンラインセミナー 

マイスターが考える新時代の歯科医療 

2021年 10月 3日(日) 9:30～13:30 ※好評につき再配信 

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） 

佐藤 孝弘 先生 

（オリーブデンタルハウス院長） 

土屋 和子 先生（歯科衛生士） 

瀧野 裕行 先生（タキノ歯科医院院長） 

●会場 ：Zoomオンラインシステム 

●受講料：歯科医師5,000円 

歯科衛生士・コデンタルスタッフ3,000円 

●問合せ：ヨシダ㈱器材部（平山・村岡） 

℡03-3845-2931 

 

開催地 

トクヤマデンタル倶楽部 義歯セミナー 

装着体験から義歯を語る 続編 

～口の中でパーシャルデンチャーとは 

     どのような感じがするものなのか～ 

2021年 10月 3日(日) 14:00～16:00 

※11月2日迄アーカイブ配信予定 

Web 

●講師：村岡 秀明 先生 

（千葉県開業 

：むらおか歯科矯正歯科クリニック） 

●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、会員紹介技工士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 
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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 10月 7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：Zoomオンラインシステム（LIVE配信） 

●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 

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：10月9日(土)＝基礎資料の収集・デジタルＸ線撮影 

第2回：11月6日(土)＝インレー修復 

第3回：12月11日(土)＝抜髄・根管形成・根管充填 

第4回：2022年1月8日(土)＝感染根管治療・根管充填 

第5回：2月5日(土)＝支台築造 

第6回：3月5日(土)＝支台歯形成・暫間被覆冠・総括 

※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 熊本歯牙移植研究会 第25回例会 2021年 10月 9日(土) 19:00～21:00（時間帯は変更の可能性有） 

熊本 

・ 

Web 

【内容】③移植床の形成の仕方など 

Ⅰ．基調講演：森野 茂 先生（熊本市開業） 

「自家歯牙移植を成功に導くソケット形成を考える」 

Ⅱ．症例発表：櫻井 博之 先生（広島市開業） 

「臼歯部単独歯移植症例」 

●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、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 
やる気を引き出す！患者教育・指導セミナー 

～モチベーションにアプローチする8つのポイント～ 
2021年 10月10日(日) 10:00～15:00 

鹿児島 

●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㈱） 

●後援：ライオン歯科材㈱ 

●会場 ：㈱UKデンタル鹿児島店 3F UKホール 

●受講料：19,800円（消費税込） 

※事前お振込みの場合16,500円 

●問合せ：℡090-9585-8834   

E-Mail：amsbrillia@gmail.com 

          URL：ttps://resast.jp/page/ 

consecutive_events/9800 
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開催地 

JACP 日本臨床歯周病学会九州支部 

CEC in Kyushu 2021 

歯科衛生士のためのオンラインセミナー 

2021年 10月17日(日) 10:00～13:40 ※LIVE配信 

Web 

●講師：木村 英隆 先生（木村歯科歯周研究所） 

   「スケーリング・ルートプレーニングの実践」 

    下田 裕子 先生（水上歯科クリニック） 

   「もう一度見直そう！シャープニング」 

●会場 ：LIVE配信 

●受講料：無料  

●申込URL：https://service.yoshida-dental.co.jp/ 

se/seminars/d/cec211017 

●問合せ： E-Mail：cec,kyushu@gmail.com 

 

開催地 

デジタルアライナー矯正システム 

「SureSmile（シュアスマイル）」 

デジタルアライナー矯正の「今」 

2021年 10月17日(日) 13:00～15:00  

福岡 
●講師：荒井 昌海 先生 

   （医療法人翔舞会：エムズ歯科クリニック開業） 

●会場 ：天神クリスタルビル 3F 

●定員 ：30名 

●受講料：早期（9/17迄）3,000円、通常5,000円 

●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 

トクヤマデンタル倶楽部 審美セミナー 

最新のコンポジットレジン修復システムと 

           その臨床応用の実際 続編 

～明日からの臨床に必ず役立つ 

        知識と技術をお伝えします～ 

2021年 １0月17日(日) 14:00～16:00 

※11月16日迄アーカイブ配信予定 

Web ●講師：宮崎 真至 先生（日本大学歯学部教授） 

●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 

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得と臨床での応用〜 

2021年 10月17日(日) 9:00～16:00 

福岡 
●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 

 

開催地 

第26期 インプラントの実践コース 

インプラントセンター・九州 主催 

中村社綱 天草ゼミ 

第1回：10月23日(土)・24日(日)、第2回：11月20日(土)・21日(日) 

第3回：12月18日(土)・19日(日) 

第4回：2022年1月22日(土)・23日(日) 

第5回：2月19日(土)・20日(日)、第6回：3月26日(土)・27日(日) 

※時間：各回とも土曜日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（九州大学名誉教授） 

鮎川 保則 先生 

（九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座教授） 

●会場 ：中村歯科医院 2F 研修室（熊本県天草市南新町7-8） 

●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。 

 

開催地 

第73回九州歯科医学大会 くまもと×オンライン 

国民医療とこれからの日本 

～人生100年時代の歯科界が果たすべき役割～ 

2021年 10月23日(土) 13:30～16:45 

Web 

●基調講演：堀 憲郎 先生 

（公益社団法人日本歯科医師会会長） 

      菊谷 武 先生（日本歯科大学教授） 

●特別講演：櫻井 よしこ 氏（ジャーナリスト） 

●会場 ：Zoomオンラインシステム 

●受講料：無料（事前登録必要） 

●主催 ：九州地区連合歯科医師会 

●共催 ：kkt！くまもと県民テレビ 

●担当 ：熊本県歯科医師会 

●問合せ：KKT Dr.テレビたん事務局 

℡096-363-6139 
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開催地 

第26期・第27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26期：2021年 10月23日(土)・24日(日) 

第27期：2022年 1月29日(土)・30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CT発売20周年記念講演会 

Digital Integration 
2021年 10月24日(日) 10:00～16:30 

Web 

●講師：新井 嘉則 先生 

（日本大学歯学部歯科放射線学講座教授） 

    山羽 徹 先生 

    （医療法人山羽歯科医院 

とうかえでの道デンタルクリニック院長）  

    藤山 光治 先生（ふじやま矯正歯科院長） 

    山﨑 長郎 先生 

（原宿デンタルオフィス院長） 

宮本 泰和 先生 

（医療法人泰歯会 

四条烏丸歯科クリニック院長） 

 

 

 

●会場 ：Zoomオンライン配信 

●受講料：3,000円（消費税込） 

●問合せ：㈱モリタデジタルデンティストリー 

フォーラム事務局 

℡03-3834-6164 

 

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、3、4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 

GC友の会 歯科衛生士ステップアップ講演会 

 患者さんと二人三脚で取り組む歯周治療 

治療～メインテナンスで差が出る！ 

2021年 10月28日(木) 

第1回：13:00～14:30、第2回：18:30～20:00 

Web 
●講師：下田 裕子 先生 

（水上歯科クリニック／歯科衛生士） 

●会場 ：Zoomオンラインシステム 

●定員 ：各回80名 

●受講料：GC友の会会員1,100円 

     友の会会員に入会して受講4,400円 

     未入会4,400円 

●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286 

 

開催地 

Simple Seminar 2021 

シンプル歯周治療セミナー in 熊本 

患者さんが望むことを本当に知っていますか？ 

～かかりつけ歯科医院としての 

          システムづくりのために～ 

コース③＝10月28日、11月4日、11月11日、11月18日 

     11月25日、12月2日 

※全6回 木曜日19:30～21:30（約2時間） 

熊本 

●講師：東 克章 先生 

 （日本歯周病学会指導医／熊本市開業） 

上田 幸子 先生 

        （AFD未来歯会講師） 

●協力：㈲エルバ 

●会場 ：栃原ビル歯科研修室 3F 

●受講料：歯科医師132,000円、歯科衛生士49,500円 

（テキスト代・消費税込） 

●問合せ：東臨床歯周病研究所 ℡&Fax 096-343-3357 

     E-mail：k.higashi3357@gmail.com 
 

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 
片岡道場 第9期生（久留米コース） 

2021年・2022年 10回コース 

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、3回目は終了いたしました。 

●会場 ：第4回・第5回：㈱UKデンタル久留米店 3F UKホール 予定 

●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 

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、往診治療に有効かつ安心な光

硬化型リライニング材と光重合器を使ってみました 

2021年 １0月31日(日) 14:00～16:00 

※11月30日迄アーカイブ配信予定 

Web 

●講師：山本 洋一 先生（㈱メディナ取締役） 

    田中 五郎 先生 

（神奈川県開業：田中歯科医院院長） 

●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 

     会員紹介技工士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 

13thモリタ 

デンタルハイジーンフォーラム2021 

笑顔のスペシャリストになろう！ 

2021年11月1日(日)～2022年1月5日(水) 

Web 

●講師：若林 健史 先生／西田 亙 先生 

    田淵 貴大 先生／宝田 恭子 先生 

    石原 美樹 先生／小林 明子 先生 

    川崎 律子 先生／沢口 由美子 先生 

    萱野 美帆 先生 

●会場 ：Webセミナー 

●定員 ：500名 

●受講料：モリタ友の会会員4,400円 

     院長会員のスタッフ7,700円 

     未入会18,700円 

●問合せ：㈱モリタデンタルハイジニストフォーラム 

2021東京事務局 ℡03-3834-6164 

 

開催地 

JSP日本歯周病学会九州五大学 

     × JACP日本臨床歯周病学会九州支部 

令和3年度 第一回支部教育研修会 

再生療法のカッティングエッジ 

2021年 11月6日(日)～11月20日(日) オンデマンド配信 

Web 

●一般講演：JSP歯科医師（五大学） 

JACP歯科医師（九州支部会員） 

歯科衛生士（九州支部会員） 

●教育講演： 

中富 研介 先生（中富研介歯科医院） 

 長尾 大輔 先生（長尾歯科） 

 片山 明彦 先生（有楽町デンタルオフィス） 

 水上 哲也 先生（水上歯科クリニック）  

 岩崎由美先生・向江海子先生・藤山果林先生 

（ユミデンタルオフィス） 

●会場 ：オンデマンド配信（視聴にはGoogle Chrome推奨） 

●受講料：JACP正会員・準会員B・九州五大学 JSP会員・学生 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、九州五大学以外の JSP会員5,000円 

JACPおよびJSP未入会歯科医師8,000円 

●申込み：右記QRコードより（Doctorbook登録必要） 

●学会HP：http://www.jacp.net/info/shibu/7/ 
●問合せ：研修会事務局 

（溝上歯科学研都市クリニック 溝上宗久先生） 

℡092-805-1110  E-Mail：tokimizokami@gmail.com 

 

開催地 

第16期・第17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) 

第17期：2022年 5月28日(土)・29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 

 

お申込QRコード 

お申込QRコード 
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開催地 

第8回 JUC発表会 

同じレシピでどこが違う！ 

～ペリオ、修復、審美治療の解決策を探る～ 

2021年 12月 5日(日) 9:30～15:30 

Web 

●シンポジウム： 

・ペリオ：土肥博幸先生（座長）／坂田憲彦先生 

金成雅彦先生 

・修復 ：小山浩一郎先生（座長）／野地美代子先生

小関亮介先生 

・審美 ：水上哲也先生（座長）／村川達也先生 

林美穂先生 

●新人発表：臼井雄一郎先生／本多正幸先生 

 

 

●会場 ：オンラインセミナー 

●受講料：無料  

●問合せ：JUC事務局 E-mail：juc_8ｔh@yahoo.co.jp 

●ホームページ：http://juc2012.com/  

※詳細はホームページで随時更新中 

 

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） 

2022年 

第1回：1月15日(土)・16日(日)、第2回：2月19日(土)・20日(日) 

第3回：3月12日(日)・13日(日)、第4回：4月16日(土)・17日(日) 

第5回：5月14日(土)・15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 第8回 UKデンタルフェア  
2022年 2月26日(土) 13:00～19:00 

2月27日(日)  9:00～17:00 

熊本 

◆特別講演会：2月26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：2月27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 

本年11月に予定しておりました“第8 回UKデンタルフェア”ですが、会場のグランメッセ熊本が県の要請によりワクチン大規模接

種会場に指定されましたことを請け、来年 2 月に順延にて開催する運びとなりました。順延開催につきましてはご理解をいただきます

と共に、皆様にご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 

Fukuoka Clinical Dental Course 2022 

 

 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25日(土)・26日(日)＝総論・資料採得 

第2回：7月23日(土)・24日(日)＝診断・治療計画 

第3回：８月27日(土)・28日(日)＝初期治療(咬合と炎症) ※DT・DH参加可 

第4回：9月24日(土)・25日(日)＝歯周外科 

第5回：10月22日(土)・23日(日)＝成人矯正 ※矯正医参加可 

第6回：11月19日(土)・20日(日)＝インプラント 

第7回：12月24日(土)・25日(日)＝補綴1 

第8回：2023年1月28日(土)・29日(日)＝補綴2 

第9回：2月25日(土)・26日(日)＝審美修復 ※DT参加可 

第10回：3月25日(土)・26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） 

    今泉 康一 先生（今泉歯科医院院長） 

    奥村 昌泰 先生（広島県福山市開業） 

●サブインストラクター： 

江川光治先生／脇田祐輔先生 

●ゲストスピーカー：木原敏裕先生 

木原敏裕先生／冨永宗嗣先生／飯田啓介先生 

●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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