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シェードアップ ナビⅡ／松風
＜ホワイトニング用測色器＞

ソニッケアープロテクトクリーン
4700 プロフェッショナル
HX6481 ／モリタ

KF94 3D フィットマスク
／サンデンタル
＜3D フィットデザインマスク＞

シンプルに使えてキレイに撮れる！歯科

松風から発売された“シェードアップナビ
Ⅱ”は、天然歯の色調を数値化するホワイ
トニング専用の測色計です。操作方法も簡
単で、女性の手になじみやすい小型・軽量
タイプのため、手軽に使用が可能です。ま
た、ホワイトニングの測色結果が記録でき
る付属のシェードメモと共に活用するこ
とで、変化を確認しながら患者さんへの説
明用ツールとして使用できます。
【特徴】
●本来数値化しにくい天然歯の色を数値
化することによってホワイトニングの
効果を確認することができます。
●電源 ON と 1 回の校正（キャリブレーシ
ョン）ですぐに測色ができます。
●測色時に口腔内に触れる箇所はディス
ポーザブルにし、とても衛生的です。
●歯の白さを 0.5～9.0（0.5 間隔）の 18
段階で表示します。ホワイトニングの測
色結果が記録できる付属のシェードメ
モとともに、変化を確認しながら患者へ
の説明ツールとして活用できます。
●電源に単三アルカリ乾電池（2 本）を使
用し、光源には白色 LED を採用した省
電力設計です。液晶パネルに電池残量が
表示されます。
標準価格＝本体一式 88,000 円

『 アメリカンイーグル XP
PRO Thin シリーズ 』
＜ ジーシー＞

標準価格＝6,500 円

モリタから 11 月 22 日に発売される“ソ
ニッケアープロテクトクリーン 4700 プ
ロフェッショナル HX6481”は、低価格
帯のエントリーモデルで、ガムヘルスの後
継機種（歯科専売モデル）です。患者さん
用／トライアル（歯科医療従事者用）の区
別がなく、販売対象者および価格が一律の
1 アイテム製品です。
【特徴】
●クリーン・ガムケアの 2 つのブラッシン
グモードを搭載し、強さ設定は強／中／
弱の 3 段階。音波水流で歯垢をしっかり
除去します。
●電動歯ブラシ初心者向けの入門モデル
です。
●同時発売の“プレミアムオールインワン
ブラシ HX9091”は、角度のついたブ
ラシがあらゆる角度から歯垢に届き、毛
先一本一本が三角形の形をしているた
め、気になるステインを除去します。ま
た、ブラシヘッドのサイズの毛束で優し
くブラッシングし、歯肉をケアします。
患者参考価格＝本体 10,978 円（税込）
オールインワンブラシ 1,980 円（税込）

サンデンタルから発売された“KF94 3D
フィットマスク”は、韓国・MFDS（食品
医薬品安全庁）が定めた基準「KF94」に
該当するマスクです。3D 立体構造で口と
マスクの間に空間ができるため、呼吸がし
やすい、会話がしやすい、口紅がつきにく
い等の機能性に優れた 3D フィットマスク
です。
【特徴】
●人間工学に基づいた 3D 立体構造でどん
な顔の形でも密着性を高めます。顔に密
着し隙間を作らないので、眼鏡をかけて
も曇りにくいです。
●ワイヤーの内蔵でしっかり鼻にフィッ
トし、ズレ落ちることなく長時間の着用
も快適です。
●やわらか素材のイヤーバンドを適用し
ているので、長時間の着用でも耳が痛く
なりづらいです。
●4 重構造の高効率フィルターを採用して
いるため、黄砂や PM2.5 などの微細な
ほこりを遮断します。
●衛生的なマスクの品質保持のため防湿
性が高く直射日光から保護する遮光フ
ィルムによる 1 枚ごとの個別包装タイ
プです。
標準価格＝個別包装（25 袋入）1,800 円

より質の高い SRP や SPT・メインテナンスの処置に！
今回ご紹介させていただきます商品は㈱ジーシーより発売されています『アメリカンイーグ
ル XP Pro Thin シリーズ』です。シャープニング直後のようなシャープさや、シャープニング
フリーはそのままに、XP よりも更に細くなった極細ブレードで、歯周ポケットなどへの挿入を
負担なくスムーズに行えます。また、ハンドルもファインカットが施され、水分や血液・唾液
等が付着したグローブをしていても滑りにくく繊細な作業を正確に行うことに適しています。
ご採用頂いている医院様より「SRP やメインテナンス時のポケット内へのアクセスもし易
く、耐久性もあり重宝しています。
」
「シャープニングの手間も省けて管理が楽です。
」との声を
頂いております。この機会に是非ラインナップに追加されてはいかがでしょうか？
★オススメ番手★
超音波スケーラーの後の仕上げにも使える「ブラックジャック XP ProThin」
熊本店 営業一課 小田 潤
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★機械室点検強化活動実施のご案内！

機械室は医院の心臓部！
定期的なメインテナンスがとても重要です！
日頃からなかなか出入りすることが少ない機械室ですが、日々のご診
療に必要不可欠な心臓部ともいわれる機械室です！何かあってからでは
大変です。
弊社では年末に向けての恒例活動としまして、機械室点検強化活動を
実施いたしております。
「エアーの力が弱くなったような気がする」
「最
近どうも音がうるさくなった」
「エアーに水が混じる・・・何か臭う」な
どの違和感がございましたら、是非この機会にご用命いただきますよう
お願い申し上げます。詳細につきましては、弊社営業担当者までお申し
付けください。
【機械室点検内容】
●機械室内のコンプレッサー・バキューム・エアライン・吸引ライン
を点検します。
●当日の点検作業時間は約 10 分程度で終了しますので、ご診療時間
も点検作業は可能です。※点検のみ
●機械室点検チェックシートを用いて項目ごとに点検をいたします。
※点検にて部品交換が発生した場合は、交換部品のみをご請求させていただきます。

★今週の新刊
デンタルダイヤモンド増刊号

『 イメージと臨床が結びつく
スタートアップ！マイクロスコープ 』

『 歯科医院開業を成功させる 50 のＱ＆A 』

マイクロスコープに関する基本構造や基本姿勢、
設置方法の種類や特徴、お勧めのマイクロスコー
プと映像を記録するためのドキュメンテーショ
ンシステムの紹介、
治療分野ごとの拡大鏡野下に
おける見え方、マイクロスコープに関するお悩み
や疑問への回答等、
マイクロスコープ臨床におけ
る 34 名のスペシャリストたちが指南した一冊。

第 1 章では開業地の選定、医院の広さ、資金の
調達方法など開業を決意された時に悩まれる
Q&A を紹介し、第 2 章では開業前の準備にま
つわる Q&A、そして第 3 章では開業後の経営
における Q&A を取り上げて解説。
約 300 診療
所の最新データをもとに新規開業と経営の実践
ノウハウを紹介した一冊。

●編集＝櫻井 善明／髙田 光彦／辻本 真規
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,400 円＋税

●著 ＝橋本 守
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,000 円＋税

『 高齢者歯科医療の臨床眼 』
～日常臨床から MRONJ・口腔機能低下症まで～

高齢者を診るときに、
全身疾患や患者背景を考慮
しながら、診査・診断から治療に至るプロセスに
おいて、
診るべきポイントを実際の症例に沿って
解説。
超高齢社会に求められる歯科医療者の＋α
の多角的視点（臨床眼）
。各領域のスペシャリス
トによる厳選 15 症例に学ぶ。明日からの高齢
者臨床に欠かせない必携の書。
●監著＝松尾 浩一郎
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝7,200 円＋税

『 わかる！使える！
歯科衛生士のためのマイクロスコープ 』
普段からマイクロスコープを用いて診療してい
る著者が、機材の概要から口腔内診査の手順、臨
床で使用するためのトレーニング方法、OHＩで
の活用、スケーリングの実際まで、あらゆるハイ
ジーンワークで用いるために必要な知識と技術
といったノウハウを体系的にまとめた一冊。
●監修＝髙田 光彦
●著 ＝髙橋 規子
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝6,000 円＋税
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【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。

開催地

Web

モリタ WEB セミナー
ルート ZX3 を活用した最新エンド治療に迫る！
～高周波通電の根管治療への応用～

2021 年 現在配信中～11 月 28 日(日)迄

●会場 ：オンデマンド配信
●受講料：モリタ友の会会員 2,000 円、未入会 4,000 円
●講師：菅谷 勉 先生
●問合せ：㈱モリタ東京本社セミナー係
（北海道大学歯学研究院口腔健康科学講座
℡03-3834-6164
歯周・歯内療法学教室教授）
お申込QRコード

開催地

モリタ WEB セミナー
CT 発売 20 周年記念
CBCT を用いた顎関節症治療

Web

●講師：石橋 一樹 先生
（医療法人社団樹伸会
いしはた歯科クリニック院長）

2021 年 現在配信中～11 月 30 日(火)迄
●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部
℡06-6380-2586
お申込QRコード

開催地

Web

開催地

Web

モリタ WEB セミナー
EMAT（イーマット）
～高周波通電を応用した新時代の歯内療法～

2021 年 現在配信中～12 月 28 日(火)迄

●会場 ：オンデマンド配信
●講師：富永 敏彦 先生
●受講料：モリタ友の会会員 2,000 円、未入会 4,000 円
（医療法人とみなが歯科医院
●問合せ：㈱モリタ大阪本社セミナー係
／北海道大学大学院歯学研究院
℡0120-988-291
口腔健康科学分野歯周・歯内療法学教室）

モリタ NEXT Generation 企画 第 1 弾
船越歯科医院における長期予後を目指した歯周治療
と現在の新たな取り組み
～超高齢社会を迎えた今、
天然歯の保存の大切さを見直す～

●講師：周藤 巧 先生
（福岡県・船越歯科医院勤務）

お申込QRコード

2021 年 現在配信中～12 月 31 日(金)

●会場 ：オンデマンド配信
●受講料：無料
●問合せ：㈱モリタ大阪本社セミナー係
℡0120-988-291
お申込 QR コード

開催地

Web

開催地

Web

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！
●講師：若林
田淵
石原
川崎
萱野

健史
貴大
美樹
律子
美帆

先生／西田
先生／宝田
先生／小林
先生／沢口
先生

亙 先生
恭子 先生
明子 先生
由美子 先生

サンメディカル 保険導入から 5 年
ファイバーポスト・コアの問題点と解決策
～接着を活かす臨床術～

●講師：坪田 有史 先生
（東京都文京区：坪田デンタルクリニック院長）

2021 年 現在配信中～2022 年 1 月 5 日(水)
●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
お申込QRコード
2021 東京事務局 ℡03-3834-6164

2021 年 11 月 4 日(木)～11 月 11 日(木)
●会場 ：オンデマンド配信
●定員 ：1,000 名（10 月 14 日申込期日）
●受講料：26,000 円（消費税別）
※教材としてスーパーボンド EX 限定キット
●問合せ：サンメディカル㈱ ℡077-582-9980

お申込 QR コード
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開催地

イボクラールビバデント
ＩPS e.max プレス 30 周年プレステクノロジー
WEB セミナー

Web

●講師・演題：
11 月 4 日：北道敏行先生
「ザ☆オープンシステム」～CAD╱CAM の
あれこれ・Dr きたみちが最新事情を教えます～
11 月 11 日：大河雅之先生／新谷明一先生
「審美修復治療の最前線」
11 月 18 日：椙岡宣好先生／黒田貴代江先生
「プレステクノロジーを成功に導くために」
～IPS e.max プレス 1302 症例を振り返る～
11 月 25 日：片岡繁夫先生
「天然歯形態の定義と類異性」

●会場 ：オンラインシステム
●定員 ：各回先着 1000 名
●受講料：無料
●申込み：イボクラールビバデントホームページ
●問合せ：イボクラールビバデント
℡03-6801-1301

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

●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/
お申込 QR コード
●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

Web

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

福岡

●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。

2021 年 11 月 4 日(木)、 11 月 11 日(木)、11 月 18 日(木)
11 月 25 日(木)
※時間＝各日 20:00～

お申込 QR コード

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
●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

開催地

熊本

デンツプライシロナ
Digital Dentistry Seminar in Kumamoto
～Primescan 導入のメリット～

●講師：墨 尚 先生（愛知県一宮市開業）

見て、聴いて、やってみる！体験実践型セミナー
DH 豊永久美の「歯周治療のポイント」セミナー

●講師：豊永 久美 先生
（フリーランス／東歯科医院非常勤勤務）

2021 年 11 月 7 日(日) 13:00～16:00
●会場 ：三井ガーデンホテル熊本 B1F ガーデンホール AB
●定員 ：30 名
●受講料：3,000 円
●申込み：https://cvent.me./lzwmbB
●問合せ：デンツプライシロナ㈱九州リージョン
℡092-518-1800
お申込 QR コード

2021 年 11 月 7 日(日) 9:00～13:00
●会場 ：MERCIMONDE 事務所（熊本市南区）
●定員 ：5 名限定
●受講料：20,000 円
●問合せ：MERCIMONDE LLC 代表 本田貴子
℡090-9651-4504

Mail：merci.and.merci@gmail.com

お申込 QR コード
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開催地

トクヤマデンタル WEB 審美セミナー
コンポジットレジン修復の発想転換～後編～

Web

●講師：田代 浩史 先生
（静岡県開業：田代歯科医院院長
／国立大学法人東京医科歯科大学臨床教授）

開催地

熊本

見て、聴いて、やってみる！体験実践型セミナー
DH 本田貴子の
「気づきを与えるブラッシング指導！」3 回コース

2021 年 11 月 7 日(日) 14:00～16:00
※12 月 6 日迄振り返り視聴有り
●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、一般 11,000 円
●問合せ：トクヤマデンタル倶楽部事務局 ℡0120-54-1182

Mail：tdc.contact@tokuyama-dental.co.jp
第 1 回：11 月 7 日(日)、第 2 回：12 月 5 日(日)
第 3 回：2022 年 1 月 9 日(日) ※時間＝各回 14:00～17:00

●会場 ：MERCIMONDE 事務所（熊本市南区）
●定員 ：5 名限定
●受講料：20,000 円×3 回 計 60,000 円
●講師：本田 貴子 先生
（MERCIMONDE LLC 代表／フリーランス） ●問合せ：MERCIMONDE LLC 代表 本田貴子
℡090-9651-4504

お申込 QR コード

Mail：merci.and.merci@gmail.com

開催地

Web

開催地

Web

UK Online Seminar 2021
患者さんが長く続けられる！
2021 年 11 月 10 日(水) 13:00～14:00
シンプルセルフケアのポイント 2～ペースト編～
●講師：㈱ジーシー歯科衛生士
●会場 ：Zoom オンラインシステム
【内容】
●定員 ：30 回線
・ルシェロ歯みがきペースト
●受講料：無料 ※参加特典付き！
・おとなのトータルケア歯みがきジェル
●問合せ：㈱UK デンタル企画部 ℡096-377-2555
歯ブラシだけでなく、歯みがきペーストも患者さんのお口の状態に合わせて選ぶことが必要であり、患者さんのお口の悩みを解決する手
助けになります。患者さん一人ひとりのお口に合わせた歯みがきペーストの処方についてお話しいただきます。
㈱ジーシー セルフケアグッズの“処方”
A コース：ベーシックコース
B コース：プラスアルファコース

●講師：㈱ジーシー歯科衛生士専任者

A コース：11 月 10 日(水)、11 月 17 日(水)、11 月 24 日(水)
B コース：11 月 4 日(木)、11 月 25 日(木)
※時間：各回 13:00～13:45（45 分間）
●会場：Zoom オンラインシステム
●受講料：無料
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所
℡092-441-1286
A コース

開催地

Web

クルツァージャパン
3D プリンティング義歯の夜明け
～cara Print4.0 と DENTCA デザインによる
実践事例の公開～

2021 年 11 月 10 日(水) 19:00～20:30

●講師：山崎 史晃 先生
（やまさき歯科医院院長）

●会場 ：オンラインシステム
●定員 ：200 名
●受講料：Kulzer GATE 会員無料、非会員 2,000 円
●問合せ：クルツァージャパン㈱ Mail：dd.kjp@kulzer-dental.com

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

トクヤマデンタル WEB LIVE セミナー
パーシャルデンチャーのリコールの重要性と
光硬化型リライン材の有用性について

Web

B コース

●講師：松田 謙一 先生
（ハイライフ大阪梅田歯科医院院長）

2021 年 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

●会場 ：オンライン配信
●受講料：無料
●申込み：下記の EMS ホームページより受付
●EMS JAPAN ホームページ www.ems-dental.com

2021 年 11 月 11 日(木) 20:00～21:30
※11 月 18 日迄振り返り視聴有り
●会場 ：Web ライブセミナー
●受講料：無料
●問合せ：トクヤマデンタル倶楽部事務局 ℡0120-54-1182

Mail：tdc.contact@tokuyama-dental.co.jp
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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

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

●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 回目は終了いたしました。
～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

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 ：㈱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）
※第 1、2、3、4 回目は終了いたしました。
※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

第 5 回：2021 年 11 月 13 日(土)・14 日(日)
※時間＝土曜日 10:00～17:00、日曜日 9:00～16:00
第 6 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。

開催地

Er：YAG レーザーセミナー2021
最新の Er：YAG レーザーメソッドを学ぶ
～日常臨床での効果と可能性～

福岡

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

開催地

熊本

歯科衛生士の復職支援&中堅スタッフ
テクニックサポート「PLUS！」4 回コース

●テクニックアドバイザー：本田貴子先生

2021 年 11 月 14 日(日) 10:00～13:00
●会場 ：モリタ東京本社よりサテライト配信！
㈱モリタ福岡支店
㈱モリタ北九州支店
●定員 ：福岡支店 20 名、北九州支店 10 名
●受講料：無料
●問合せ：㈱モリタ東京本社セミナー係
℡03-3834-6164

福岡支店

診査診断：11 月 14 日(日)、ホームケア：12 月 12 日(日)
スケーリング&デブライトメント：2022 年 1 月 16 日(日)
プロフェッショナルケア：2022 年 2 月 13 日(日)
※時間＝各回 13:00～16:00 ※1 回ずつの単発セミナー
●会場 ：MERCIMONDE 事務所（熊本市南区）
●定員 ：5 名限定
●受講料：4 回コース 60,000 円、単発受講 15,000 円
●問合せ：MERCIMONDE LLC 代表 本田貴子
℡090-9651-4504

Mail：merci.and.merci@gmail.com

開催地

熊本

歯科衛生士の新人育成テクニックサポート
「CHANCE！」実践編
歯周組織検査・診断・スケーリングマスター！
●テクニックアドバイザー：
堀 早央里 先生／村上 千夏 先生
高濱 采未 先生／村島 美香 先生
●サポート：本田 貴子 先生
※10 月開催のスケーリング編は終了しました。

歯周組織検査：11 月 14 日(日)・11 月 21 日(日)
診断：12 月 12 日(日)・12 月 26 日(日)
※時間＝各回 10:00～11:30 ※1 回ずつの単発セミナー
●会場 ：MERCIMONDE 事務所（熊本市南区）
●定員 ：1～3 名限定
●受講料：1 回 4,000 円
●問合せ：MERCIMONDE LLC 代表 本田貴子
℡090-9651-4504

Mail：merci.and.merci@gmail.com

北九州支店

お申込 QR コード

お申込 QR コード
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開催地

宮崎

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～

●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㈱）

開催地

ULTRADENT JAPAN
新発売“オパールエッセンス Go”
ホワイトニング教室

Web

●講師：ULTRADENT JAPAN セールス専任者

2021 年 11 月 14 日(日) 10:00～15:00
●会場 ：㈱UK デンタル宮崎店 2F UK ホール
●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/

お申込QRコード

11 月＝15 日(月)、19 日(金)、22 日(月)、26 日(金)、29 日(月)
12 月＝3 日(金)、6 日(月)、10 日(金)、13 日(月)、17 日(金)、20 日(月)
24 日(金)、27 日(月)
時間＝各回 13:00～13:30（30 分）
●会場 ：Zoom オンラインシステム
●定員 ：各回 100 名
●受講料：無料
●問合せ：ULTRADENT JAPAN
℡0120-060-751

お申込QRコード

開催地

Web

開催地

Web

開催地

福岡

UK Online Seminar 2021
“おうち時間”でホワイトニングをしてみませんか？
TｉON ホワイトニング Web ベーシックセミナー

2021 年 11 月 17 日(水) 13:00～14:15

●講師：㈱ジーシー歯科衛生士
【内容】
●会場 ：Zoom オンラインシステム
・ホワイトニングの基礎知識
●定員 ：30 回線
・ホワイトニングを行う為に知っておきたい注意事項 ●受講料：無料
・TｉON について特長と使用ステップ
●問合せ：㈱UK デンタル企画部 ℡096-377-2555
・ホワイトニング後のケア
ホワイトニングに興味がある患者さんに正しい情報をお伝えできるよう、オフィス/ホームホワイトニングの違いから患者さんへのカウ
ンセリングまで紹介するセミナーです。
UK Online Seminar 2021
～臨床で取り入れよう！～
2021 年 ⑤11 月 18 日(木) 18:00～19:20
口腔機能検査セミナー
※①7 月、②8 月、③9 月、④10 月日程は終了いたしました。
～はじめよう！口腔機能低下症への対応～
●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
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。
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

●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業）

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
●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

モリタ WEB セミナー
進化するゴールドスタンダード
「スーパーボンド EX」の臨床応用

Web

●講師：鷲野 崇 先生
（朝日大学歯学部口腔機能修復学講座
歯科保存学社会人大学院
／日本歯内療法学会／日本接着歯学会）

2021 年 11 月 21 日(日)～12 月 20 日(月)迄
●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
●問合せ：㈱モリタ大阪本社セミナー係
℡0120-988-291
お申込QRコード
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開催地

Web

開催地

福岡

開催地

Web

1 本で色調再現！ 新しいコンセプトのフロアブル CR
を臨床で使いこなすコツ

第 2 弾：11 月 22 日(月)～12 月 5 日(日)
第 3 弾：2022 年 1 月 17 日(月)～1 月 30 日(日)

●講師：
第 1 弾 脇 宗弘 先生（大阪府大阪市開業）
第 2 弾 田代 浩史 先生（静岡県浜松市開業）
第 3 弾 江川 光治 先生（福岡県福岡市開業）
※第 1 弾日程は終了いたしました。

●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
●問合せ：㈱モリタ大阪本社セミナー係
℡0120-988-291

Er：YAG レーザーを用いた次世代歯科診療
〜アフターコロナに向けた歯科の挑戦～

●講師：山本 敦彦 先生（大阪府冨田林市開業）
小野 晴彦 先生（大分県大分市開業）

ヨシダ WEB セミナー ポストコロナへ向けて
Dr.Yoshi Terauchi よりエンドファーストの提案

●講師：寺内 吉継 先生（神奈川県大和市開業）

第1 弾

第2弾

第3 弾

2021 年 11 月 23 日(火／祝) 10:00～15:30
●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室
●定員 ：20 名
●受講料：モリタ友の会会員 11,000 円
未入会 16,500 円
●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係
℡092-611-7011

お申込QRコード

2021 年 11 月 23 日(火／祝) 10:00～11:30
●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
お申込 QR コード

開催地

Web

トクヤマデンタル倶楽部 審美セミナー
シンプルに行う自然感のあるダイレクトボンディング
～形態・表面性状・明度の調和～ 続編
●講師：大谷 一紀 先生
（東京都開業
／大谷歯科クリニック院長）

2021 年 11 月 25 日(木) 18:00～20:00
※12 月 24 日迄アーカイブ配信予定
●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

Mail：tdc.contact@tokuyama-dental.co.jp
開催地

熊本

開催地

熊本

UK DENTAL Autumn Exhibition 2021
デンタルユニット・CAD/CAM フェア

2021 年 11 月 27 日(土) 14:00～19:00
11 月 28 日(日) 10:00～16:00

●展示メーカー：
（アイウエオ順）
朝日レントゲン・カボデンタルシステムズ
●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 3F UK ホール
クルツァージャパン・ジーシー・松風
●問合せ：㈱UK デンタル熊本店 ℡096-377-2555
タカラベルモント・デンツプライシロナ
プランメカジャパン・モリタ・ヨシダ
話題の CAD/CAM、IOS と歯科用ユニットを一挙展示いたし待望の展示会を開催いたします。with コロナ時代の万全な感染対策を施
し、ご予約制による密を避けた展示会です。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。
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 2 回：11 月 27 日(土)・28 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

●講師：中村 社綱 先生
（インプラントセンター・九州代表
●会場 ：中村歯科医院 2F 研修室（熊本県天草市南新町 7-8）
／熊本大学医学部医学科臨床教授
●受講料：600,000 円（100,000 円×6 回）
／デンタルコンセプト 21 最高顧問）
（材料費・昼食費・消費税込）
●ゲスト講師：古谷野 潔 先生（九州大学名誉教授）
●問合せ：インプラントセンター・九州
鮎川 保則 先生
℡096-319-1010／Fax096-319-1011
（九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座教授）
※第 1 回目は終了いたしました。
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

～歯周病プロジェクト講演会～
（熊本県歯科医師会・熊本県歯科衛生士会共催）
2021 年 11 月 28 日(日) 9:00～12:00
「歯科医院と患者を信頼で結ぶ！信頼され愛される
マイ・ハイジニストになるための 5 つのポイント！」
●講師：天野 敦雄 教授
（大阪大学歯学研究科予防歯科学）

熊本
・
Web
歯科医師申込み

開催地

Web

開催地

Web

開催地

Web

歯科衛生士申込み

●会場 ：熊本県歯科医師会館またはオンライン（Zoom）
●定員 ：300 名（熊本県歯科医師及び熊本県歯科衛生士に限る）
●内訳 ：オンライン：200 名
会場 100 名（歯科医師 50 名・歯科衛生士 50 名）
●受講料：無料（11 月 13 日申込締切）
●問合せ：熊本県歯科医師会 ℡096-343-8020
熊本県歯科衛生士会 ℡096-360-3415

GC Web 特別講演会“LIVE”
患者さんのやる気を引き出すコミュニケーション
～『ことば選び』で『プラークコントロール指導』
が変わる～

2021 年 11 月 28 日(日) 10:00～13:00

●講師：柴原 由美子 先生
（福岡県北九州市／歯科医師／ライフセラピスト）

●会場 ：Zoom オンラインシステム
●定員 ：250 回線
●受講料：3,300 円（消費税込）
●問合せ：㈱ジーシー東北営業所
℡022-207-3370

GC 戦略的な医院デザイン 3
～持続可能な歯科医院の設計メソッド～

●講師：雨宮 祐之 先生
（スタイル・エイチ・デザインワークス代表）

モリタ WEB セミナー
「口腔機能の発達に問題があります！」
～その指導のあの手・この手・奥の手～

●講師：土岐 志麻 先生
（青森市：とき歯科副院長）

お申込QRコード

2021 年 11 月 28 日(日) 10:00～11:30
●会場 ：Zoom オンラインシステム
●定員 ：100 名
●受講料：無料
●問合せ：㈱ジーシーカスタマーサービスセンター
℡0120-416480

お申込QRコード

2021 年 11 月 28 日(日) 11:00～13:00
再配信期間 12 月 6 日(月)～2022 年 1 月 10 日(金)
●会場 ：LIVE 配信&オンデマンド配信
●定員 ：120 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
お申込QRコード

開催地

Web

㈱ジーシー 口腔機能検査セミナー
A コース：口腔機能低下症の概要 保険算定編
B コース：7 つの検査方法 リハビリテーション編

●講師：㈱ジーシー専任者

A コース：11 月 29 日(月)、12 月 23 日(木)
B コース：11 月 30 日(火)、12 月 24 日(金)
※時間：各回 13:15～14:00（45 分間）
12 月 24 日(金)迄の期間：オンデマンド配信（90 分間）
●会場：Zoom オンラインシステム
●受講料：無料
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所
℡092-441-1286
オンライン

開催地

Web

モリタ WEB セミナー
歯科医療の新たな視点～ブラキシズムと咬合

●講師：佐藤 貞雄 先生
（神奈川歯科大学咬合医学研究所）

オンデマンド

2021 年 12 月 1 日(水)～12 月 28 日(火)迄
●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
●問合せ：㈱モリタ大阪本社セミナー係
℡0120-988-291
お申込QRコード
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開催地

福岡

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

●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業）

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
●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

久留米

開催地

Web

開催地

福岡

開催地

熊本

片岡道場 第 9 期生（久留米コース）
2021 年・2022 年 10 回コース

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。

●会場 ：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）
●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
※第 1、2、3、4 回目は終了いたしました。
●問合せ：ハーモニー・デンタル平塚
℡090-8831-0429／Fax 0942-22-8170
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～
●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
デンツプライシロナ
Dentsply Sirona Preventive
Cavitron®フォローアップセミナー

●講師：高﨑 智也 先生
（医療法人 NATURAL TEETH 理事長）

見て、聴いて、やってみる！体験実践型セミナー
DH 本田貴子の「インプラントメインテナンスの
ポイント！」3 回コース

2021 年 12 月 5 日(日) 9:30～15:30

●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

2021 年 12 月 5 日(日) 9:30～12:30
●会場 ：天神クリスタルビル A ホール
●定員 ：15 名
●受講料：歯科医師 15,000 円、歯科衛生士 8,000 円
●申込み：https://cvent.me./347gY9
●問合せ：デンツプライシロナ㈱
℡03-5114-1008

●会場 ：MERCIMONDE 事務所（熊本市南区）
●定員 ：5 名限定
●受講料：20,000 円×3 回 計 60,000 円
●講師：本田 貴子 先生
（MERCIMONDE LLC 代表／フリーランス） ●問合せ：MERCIMONDE LLC 代表 本田貴子
℡090-9651-4504

Web

トクヤマデンタル倶楽部 審美補綴セミナー
デジタル新時代！ 審美補綴を成功に導く
支台歯形成から接着までのポイント

●講師：関 千俊 先生
（埼玉県開業：関歯科医院院長）

お申込 QR コード

第 1 回：12 月 5 日(日)、第 2 回：2022 年 1 月 16 日(日)
第 3 回：2022 年 2 月 13 日(日) ※時間＝各回 9:00～12:00

Mail：merci.and.merci@gmail.com

開催地

お申込 QR コード

お申込 QR コード

2021 年 12 月 8 日(水) 19:30～21:30
※2022 年 1 月 7 日迄アーカイブ配信予定
●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・会員紹介技工士無料
会員外 10,000 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

Mail：tdc.contact@tokuyama-dental.co.jp
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開催地

UK Online Seminar 2021
今こそハンドインスツルメンテーション！
～効率的なインスツルメント選択と使用方法～

●会場 ：Zoom オンラインシステム
●定員 ：50 回線
●受講料：1 回線 7,150 円
※テキスト代・アメリカンイーグル XP1 本（6,500 円相当）含む
●問合せ：㈱UK デンタル企画部 ℡096-377-2555
ハンドインスツルメンテーションの更なるスキルアップを目指すため、基本を見直す中でのコツの再確認や、最新のインスツルメントな
どもご紹介いただきながら、明日から使える知識とスキルをご提案いただくセミナーです。

Web

●講師：薄井 由枝 先生
（九州看護福祉大学看護福祉学部
口腔保健学科特任教授／歯科衛生士）

開催地

伝わる！ブラッシング指導セミナー

熊本

開催地

Web

開催地

熊本

2021 年 12 月 12 日(日) 10:00～12:00

●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㈱

GC Web セミナーLIVE
口腔機能検査は患者の幸せに繋がるのか？
それぞれの立場から見る
口腔機能低下症へのアプローチ～

●講師：相宮 秀俊 先生
（吹上みなみ歯科開業）
鈴木 宏樹 先生
（医・井上会篠栗病院歯科医長）

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
●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）

お申込 QR コード⇒

2021 年 12 月 12 日(日) 10:00～15:00
●会場 ：くまもと森都心プラザ 6F C 会議室
●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

お申込 QR コード

2021 年 12 月 19 日(日) 9:30～12:00
●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 2,500 円
友の会入会＋参加 2,500 円＋8,800 円
非会員 11,300 円
●問合せ：㈱ジーシー名古屋営業所
℡052-757-5722

お申込QRコード

第 6 回：12 月 19 日(日) 13:00～16:30
●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

※第 1、2、3、4、5 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。

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

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 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
●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

福岡

開催地

福岡

モリタ Er：YAG Laser Forum in HAKATA 4th
～Er：YAG レーザーが全身健康に寄与し、
患者さんの生活レベルを向上させる～
●講師：水谷 幸嗣 先生
（東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科歯周病学分野）
周藤 巧 先生（船越歯科歯周病研究所勤務）
樋口 琢善 先生
（福岡県：ひぐちファミリー歯科院長）
松本 邦夫 先生（東京都：松本歯科医院院長）
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

●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業）

2022 年 1 月 16 日(日) 9:30～16:30

●会場 ：電気ビル共創館 3F カンファレンス A
●定員 ：50 名
●聴講料：5,500 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

お申込QRコード

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
●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

熊本

第 8 回 UK デンタルフェア
新時代へ、新たな挑戦！
2022 年 2 月 26 日(土) 13:00～19:00
To A New Era！ New Challenge！
2 月 27 日(日)
9:00～17:00
～歯科医療への感謝を込めて！～
◆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）
『知識と言語の引き出しを増やす話』
～新しい歯周病とカリエスの病因論から
●出展メーカー：約 85 社予定
何をどう伝えますか？～
●フェア会場 ：グランメッセ熊本 A ブース
◆コラボレーション特別講演会：2 月 27 日(日)
（益城・熊本空港インター近く）
西川 義昌 先生（鹿児島県すみよし歯科顧問）
●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
崎田 竜仁 先生（鹿児島ミリングセンター代表）
●問合せ：㈱UK デンタル ℡096-377-2555
『デジタルクラウンの臨床的注意点』
～歯科医師、歯科技工士からの
インターディシプリナリー・アプローチ～
新型コロナウイルスの影響により 2 度に渡り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、来年 2 月に開
催する運びとなりました。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。是非ともお誘い合わせの上、ご来場を賜りますようお願い申し上げます。

Fukuoka Clinical Dental Course 2022
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
～15 期～

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

●講師：藤本 博 先生（熊本県荒尾市開業）
●会場 ：デンツプライシロナ㈱福岡支店
今泉 康一 先生（今泉歯科医院院長）
●定員 ：16 名
奥村 昌泰 先生（広島県福山市開業）
●申込金：110,000 円（税込）
●サブインストラクター：
●受講料：一括 1,100,000 円、分割 110,000 円×10 回（総額 1,210,000 円）
江川光治先生／脇田祐輔先生
●問合せ：FCDC 事務局（ふじもと歯科医院内）
●ゲストスピーカー：木原敏裕先生
E-Mail：fcdc@fujimoto-dental.jp 申込 Fax0968-68-3859
木原敏裕先生／冨永宗嗣先生／飯田啓介先生
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。
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