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謹んで新年のお慶びを申し上げます
旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。これからも皆様のご期待にお応えできるよう、社員一
同、努力してまいります。本年も倍旧のお引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。
一昨年、コロナウィルスが確認され全世界に感染が拡大しました。さらに昨年は変異株が猛威をふるい国内
でもデルタ株（第 5 波）の流行の際は、各地域での緊急事態宣言やまん延防止対策措置が発令され、国民の
移動も制限され今までに経験したことのない厳しい状況が続きました。しかし、ファイザーやモデルナのワクチン接種
が進み 12 月 14 日現在、1 回目接種 79.0%、2 回目接種 77.5%となっており、今現在感染は抑えられているよう
に感じます。しかし、新たなオミクロン株が出現し日本でも感染が確認されたこともあり、まだ油断は出来ない状況
です。
歯科業界でも、感染防止対策での補助金や助成金等もありましたが、一方でパラジウムの高騰により苦しい
状況も続いております。各地区で開催予定をしていたデンタルショーも 2 年連続で中止となり、また先生方の講演
会やセミナーも中止や延期を余儀なくされましたが、ここ最近感染が収まりつつありますので、講演会やセミナー
は随時開催していく予定です。当社の UK デンタルフェアも 2 回の延期となりましたが、現段階では状況をふまえ
本年 2 月に開催を予定しております。
このような状況の中、延期となっていた東京オリンピック・パラリンピックが無観客で
はありましたが開催され多くのメダルを獲得し、ゴルフ界では 4 月松山英樹が日本人
初のマスターズを制覇、つい最近では、大谷翔平が米大リーグ（ア・リーグ）MVP に
選ばれ、多くの感動をあたえていただきました。一昨年、昨年とコロナが全てを変えてし
まい暗いムードになりましたが、このような明るい話題が私たちの心の支えになっている
ように思います。コロナもいつ終息するのはわかりませんが、私たちは過去の経験を
活かし、時には反省し、そこから学びを得て未来の成長へと前進してまいりますので、
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
代表取締役社長 西島 潤也

ビスタスキャン ウルトラビュー／ヨシダ

コエックス 300 プロ ミリングマシン／ヨシダ

＜コンピューテッドラジオグラフ＞

＜ミリングマシン＞

ヨシダから発売された“ビスタスキャンウルトラビュー”は、大きな
ガラス製タッチディスプレイと 2 つの挿入口が搭載され、さらに高い
利便性と機能性を実現したＩP（イメージングプレート）用スキャナ
です。特に撮影数が多い場合やステータス撮影を行う場合に短時間で
読み取りができるため、待ち時間を節約でき迅速な診断が可能です。

ヨシダから発売された“コエックス 300 プロミリングマシン”は、
最大回転数 80,000 回転の高速回転スピンドリルにより、力強い切削
加工が可能な高性能ミリングマシンです。5 軸加工による高い再現性
で適合の良い補綴物作成をサポートします。また、ATC 機能搭載に
より 12 本のミリングバーを加工工程に応じて自動で持ち替えるので
効率的な切削加工が行えます。

【特徴】
●ビスタスキャンウルトラビューは、デンタルの全サイズ（小児、中
間、標準、バイトウイング、オクルーザル）のＩP に対応します。
アナログフィルムと同様に全面積に照射され、また材質も柔らかい
ため、口腔内での位置づけが容易です。
●高解像度 7 インチのガラス製ディスプ
レイを採用。
操作性が大きく向上しまし
た。
●2 つの挿入口が同時にＩP を読み込む
ことができ、またＩP を続けて次々に挿
入でき、時間の無駄がありません。
●理論解像度 40LP/mm・実質解像度
22LP/mm の高画質を実現します。
●サーバーのパソコンだけでなく、ネッ
トワークに接続されている他のパソコ
ンからもＩP の読み取りを開始するこ
とができます。
読み込んだ画像は自動的
にそのパソコンの画面で表示されます。

【特徴】
●湿式・乾式兼用で、ブロック・ディスク
のどちらのマテリアルも装着可能で、幅
広い症例・マテリアルをこの 1 台で加
工可能なオールインワンモデルです。
●C 型クランプのカートリッジアームに
より、前歯部を垂直方向からアプローチ
し、フルアーチの補綴物や、デンチャー
も切削可能です。1 台で幅広い症例に対
応します。
●コンプレッサーや集塵機、クーラントタ
ンク等の外部周辺機器を下台へ収納が
可能です。周辺機器等が目につかずスタ
イリッシュな外観を保てます。また、収
納することで集塵機の騒音軽減にもつ
ながります。コンプレッサーとクーラン
標準準価格＝本体一式
トタンクは標準装備。 42,000 円

標準価格＝本体一式 1,980,000 円

標準価格＝本体一式 5,500,000 円
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『 Dryz（ドライズ） 』

手間なく簡単！歯肉圧排処置がわずか２分！

＜ ビーエスエーサクライ＞

今回ご紹介させて頂く商品は、
ビーエスエーサクライより発売されている歯肉圧排ペースト
『Dryz（ドライズ）
』です。
ペーストに含まれる塩化アルミニウムが、歯肉溝及び辺縁歯肉の滲出液や血液を抑制し、正
確・精密な印象採得が可能となります。２ステップで手間いらず、２分後に洗い流すだけで辺
縁歯肉が適切に排除でき、明確なマージンラインが得られます。より歯肉溝との幅を広げたい
場合は、圧排糸との併用も可能です。
お使いいただいている医院様からは、
「シリンジタイプで操作しやすくて良い。
」
「値段も安
く、簡単に圧排出来て良い。
」とのお声を頂いております。詳細につきましては、弊社営業担
当者までお問合せください。
福岡店 営業二課 城戸 貴志
標準価格＝シリンジ 0.85g×7 本 6,300 円

★今週の新刊

『 “Why”から“How to”を導く実践 歯内療法 』

『 肉芽の科学と臨床 』

～エビデンス×テクニック×バイオロジー～

～ペリオ・抜歯・エンド・GBR・インプラント周囲炎での対応～

歯内療法における基本的事項（バイオロジー、診
査、診断、治療計画、材料、ほか）から実践的な
テクニックまでをエビデンスベースで解説。
“Why なぜそうなった？”を考え、結果的に治
療方針“How to”を導くものとなっている。歯
内療法を行う歯科医師にとって必携の一冊。
●著 ＝嘉村 康彦／田中 利典／遠藤 祐人
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税
『 インプラントの“ヒヤリ・ハット”
“あるある” 』
～これ知らずして治療するべからず！～

臨床家が診断と対応に苦慮する「肉芽組織」につ
いて、病理学をはじめペリオやエンド、抜歯、
GBR、
インプラント周囲炎をテーマに多数の写真
を交えてわかりやすく解説。肉芽組織によるトラ
ブル回避および治癒への道筋を示す一冊。
●編著＝下野 正基
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,800 円＋税

『 保険のペリオを極める 』
～スウェディッシュペリオにならう
結果を残す歯周治療の基本メソッド～

本書では、
「検査・診断」「治療計画の立案」「イ
ンプラント埋入手術」「メインテナンス」などの
各治療工程のなかで起こり得る“ヒヤリ・ハット”
“あるある”事例を抜き出し、それに対する予防
策や解決策をまとめた一冊。

やるべく基本をシンプルかつ徹底的に取り組み
“長期に歯を残す”成果を上げてきたスウェーデ
ンの歯周治療は、日本の保険診療にマッチすると
の認識のもと、歯周基本治療を中心に同様な結果
を残すために必要な知識やテクニックを、図と写
真を交えてわかりやすく紹介した一冊。

●編 ＝一般社団法人
日本インプラント臨床研究会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,000 円＋税

●編著＝大月 基弘／牛窪 建介
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,500 円＋税

QDT 別冊

QUINTQUEST（ベーシック&動画シリーズ）

『 ジャパニーズエステティック
デンティストリー2022 』

～見て学ぶ 誰でも速くキレイに撮れる口腔内スキャナー

『 とことんＩOS 』

本誌は、Quintessenz Verlag（ドイツ）発行の
「 The International Journal of Esthetic
Dentistry」の日本版。創刊 8 年目を迎え、今年
も強力な著者陣に執筆を依頼。今回は国内論文 3
本がいずれも矯正歯科治療と深く関連した症例
を採り上げ、CR やラミネートベニアだけではな
い MI 時代の包括的審美歯科治療の訪れを感じる
一冊。

QUINTQUEST（クイントクエスト）と銘打っ
たクインテッセンス出版の新しい「ベーシック&
動画シリーズ」の第一弾。IOS（口腔内スキャナ
ー）の使用用途からスキャン方法、支台歯形成、
臨床例とその基礎知識の全てを網羅した一冊。歯
科医療従事者すべてが IOS について学べ、誰で
も速くキレイに印象採得ができるようになるノ
ウハウ満載の書。36 本の動画は圧巻！

●編集委員長＝山﨑 長郎
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

●著 ＝窪田 努／片野 潤
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,300 円＋税

Vol. 893-2 2022 年 1 月度 セミナー＆フェア案内

【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

GC チャンネル オンデマンド
ジーニアルコード製品説明会
研究員が語る！「ベタつきを抑えたモノマー技術」
「５色のシンプルなコアシェードシステム」

2022 年 現在配信中～1 月 20 日(日)迄

●講師：㈱ジーシー研究員

●会場 ：オンデマンド配信（約 15 分動画）
●受講料：無料
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286
お申込 QR コード

開催地

Web

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”

●講師：麻生 昌秀 先生（東京都中野区開業）

2022 年 現在配信中～1 月 23 日(日)迄
●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
お申込 QR コード

開催地

モリタ WEB セミナー
歯科矯正用アンカースクリュー
＋部分矯正を導入ししょう

Web

●講師：米澤 大地 先生
（米澤歯科醫院院長
／長崎大学歯科矯正学分野非常勤講師）

2022 年 現在配信中～1 月 31 日(月)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

モリタ NEXT Generation 企画 第 2 弾
デブライドメントこそが再生療法の鍵

●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勤務）

2022 年 現在配信中～3 月 22 日(火)
●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

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

●講師：麻生 昌秀 先生（東京都中野区開業）

2022 年 現在配信中～3 月 27 日(日)迄
●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
お申込 QR コード

開催地

Web

ヨシダ WEB セミナー
「PG 菌（歯周病原細菌）
」って知ってる？
～お昼休みの 30 分で歯周病の知識をアップデート～
●講師：
・月曜日：沢口由美子先生
（フリーランス歯科衛生士）
・火曜日：内藤和美先生
（フリーランス歯科衛生士）
・金曜日：山田智子先生
（フリーランス歯科衛生士）

2022 年 1 月 11 日(火)～7 月 19 日(火)の期間中の毎週（月・火・金）
※時間＝各回 13:15～13:45
●会場 ：Zoom オンライン
●定員 ：1 日 20 名限定
●受講料：無料
●問合せ：㈱ヨシダ器材部
℡03-3845-2931
お申込 QR コード
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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

トクヤマデンタル WEB LIVE セミナー
シェードのないコンポジットレジン
“オムニクロマ”
～シェードのない世界とは～
●講師：保坂 啓一 先生
（徳島大学大学院再生歯科治療学分野教授）
高橋 真広 先生
（トータル歯科東京青井院長）

2022 年 1 月 12 日(水)、1 月 13 日(木)、1 月 26 日(水)、1 月 27 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：QR コードまたは下記の EMS ホームページより
●EMS JAPAN ホームページ www.ems-dental.com
お申込 QR コード

2022 年 1 月 13 日(木) 20:00～21:30

●会場 ：Web ライブセミナー
●受講料：無料
●申込み：WHITE CROSS 会員登録が必要
●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：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

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）

開催地

熊本

第 8 期『川嵜塾』 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

お申込 QR コード

●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

第 1 回：1 月 15 日(土)・16 日(日)、第 2 回：2 月 12 日(土)・13 日(日)
第 3 回：3 月 12 日(土)・13 日(日)、第 4 回：4 月 9 日(土)・10 日(日)
第 5 回：5 月 14 日(土)・15 日(日)、第 7 回：6 月 11 日(土)・12 日(日)
第 8 回：7 月 2 日(土)・3 日(日)、第 9 回：9 月 10 日(土)・11 日(日)
※時間＝土曜日 15:00～19:00、日曜日 9:00～16:00

●講師：川嵜 俊明 先生（熊本市開業）
●インストラクター：
●会場 ：川﨑歯科医院 3F 研修室
陶山 新吾 先生（久留米市開業）
（熊本市中央区安政町）
河端 憲彦 先生（熊本市開業）
●定員 ：12 名
岩﨑 智幸 氏
●受講料：新規 792,000 円、再受講 528,000 円
（カメラマン・熊本県上益城郡開業）
（第 2 回スポット受講 88,000 円
※第 8 期からこれまでの 8 回コースから
●問合せ：川嵜塾事務局（㈲マクロン内）℡096-385-0811 担当＝荒木
9 回コースへ拡大！
～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

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～

福岡

●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）

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
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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「インプラントメインテナンスの
ポイント！」3 回コース

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

●会場 ：MERCIMONDE 事務所（熊本市南区）
●定員 ：5 名限定
●講師：本田 貴子 先生
●受講料：20,000 円×3 回 計 60,000 円
（MERCIMONDE LLC 代表／フリーランス） ●問合せ：MERCIMONDE LLC 代表 本田貴子
※第 1 回目は終了いたしました。
℡090-9651-4504

Mail：merci.and.merci@gmail.com

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
※診査診断編、ホームケア編は終了いたしました。

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

Web

GC イブニング WEB セミナー
臨床に先端機器と材料をもっと活用しよう！
～炭酸ガスレーザーを活用したトリートメント～
●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）

お申込 QR コード

お申込 QR コード

2022 年 1 月 19 日(水) 19:30～20:30
●会場 ：Zoom オンライン配信
●定員 ：100 名
●受講料：無料
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所
℡092-441-1286
お申込 QR コード

開催地

Web

任せてください！
そう言いたくなる匠のシックルスケーラー
“私の得意”を増やしましょう

●講師：土屋 和子 先生
（フリーランス／歯科衛生士）

2022 年 1 月 20 日(木) 13:00～16:00

●会場 ：Zoom オンライン配信
●定員 ：10 名
●受講料：開業医・勤務医 30,000 円
歯科衛生士 25,000 円
●問合せ：㈱ヨシダ器材部 ℡03-3845-2931
お申込 QR コード

開催地

Web

公益社団法人 日本口腔インプラント学会
第 39 回 九州支部学術大会 WEB 開催
「超高齢化・デジタル社会における
インプラント治療のシナリオ」
～人生 100 年時代に向けた
人にやさしいインプラントを目指して～

2022 年 1 月 22 日(土)～2 月 4 日(金)

【内容】
●特別講演 ●シンポジウム①～④
●専門医教育講座 ●専門歯科衛生士教育講座
●専門歯科技工士教育講座 ●e ポスター発表
●市民公開講座 ●歯科器材 ●製品紹介動画
(CM)
●企業セミナー

●会場 ：オンデマンド WEB 開催
●参加費：
【事前登録 1/21 迄】
正会員歯科医師 12,000 円、非会員歯科医師 15,000 円
歯科技工士・衛生士 3,000 円、コデンタルスタッフ 2,000 円
【当日】
正会員歯科医師 15,000 円、非会員歯科医師 17,000 円
歯科技工士・衛生士 5,000 円
コデンタルスタッフ 2,000 円
●問合せ：ゆうこうデンタルクリニック内
℡0985-31-0715

【後援】
(社)宮崎県歯科医師会・(社)宮崎市郡歯科医師会
宮崎県歯科衛生士会・(社)宮崎県歯科技工士会

Mail：kyushu.jsoi39@gmail.com
●大会ホームページ：https://www.kyushu-jsoi39.com

大会 QR コード
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開催地

熊本

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 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
／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）
※第 1、2、3 回目は終了いたしました。

●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

熊本

開催地

熊本
・
Web

オールハンドで行う“Teeth coco”
デンタルエステ
五感を癒す ONEDAY コース in 熊本
●講師：米田 美和 先生
（歯科衛生士／デンタルエステシャン）
●内容：・ティースクリーニング
・歯肉マッサージ
・リップエステ（ハンドマッサージ）

熊本歯牙移植研究会 第 26 回例会

【内容】
Ⅰ．基調講演：佐藤 俊一郎 先生（阿蘇市開業）
「④移植歯の組織学的治癒を考える」
Ⅱ．症例発表：新田 英明 先生
（国民健康保険平尾診療所歯科勤務）
「はじめての自家歯牙移植」

2022 年 1 月 23 日(日) 10:00～16:00

●会場 ：イッコウ歯科医院（熊本県上益城郡嘉島町上島 2187-11）
●定員 ：4 名
●受講料：38,000 円（昼食費・消費税込）
、再受講 1,000 円（消費税込）
●問合せ：イッコウ歯科医院 ℡096-234-7215

2022 年 1 月 29 日(土) 19:00～21:00（時間帯は変更の可能性有）

●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

※今後の例会での自家歯牙移植の基調講演シリーズは、⑤根治から補綴までと保険請求について（令和 4 年 4 月）を予定しております
（内容変更の可能性あり）
。

開催地

福岡

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）

第 27 期：2022 年 1 月 29 日(土)・30 日(日)
第 28 期：2022 年 6 月 25 日(土)・26 日(日)
第 29 期：2022 年 10 月 22 日(土)・23 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
・
Web

日本臨床歯科学会熊本支部 教育講演
歯科治療を成功に導くためのキーポイント
～40 年の臨床歴を通じて～

●講師：木原 敏裕 先生
（奈良県生駒市開業／日本臨床歯科学会理事
／大阪 SJCD 研修会代表／OJ 特別顧問）

2022 年 1 月 30 日(日) 9:30～16:00
●会場 ：熊本県歯科医師会館ホール（定員 100 名）
ならびに Webinar 生配信
●受講料：熊本支部会員無料、他支部学会員 5,000 円
非学会員 10,000 円
●問合せ：日本臨床歯科学会 熊本支部事務局
℡096-331-0567

E-Mail：taka@ourdent.com

お申込 QR コード
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開催地

福岡

開催地

Web

開催地

福岡

モリタ友の会 クリニカルチャー研修会
Tｉハニカムメンブレンを用いた
安全な GBR テクニック

●講師：小田 師巳 先生
（おだデンタルクリニック院長）

ヨシダ WEB セミナー
アイコン ウェブライブセミナー
ホワイトスポット削らずに直そう
●講師：Dr.Eric Jan Muts
（オランダ：アーベルドールン開業）
指宿 隆秀 先生
（TOOTH CREATE TOKYO 勤務）
品川 淳一 先生
（上野品川歯科・矯正歯科院長）
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
●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業）
※第 1、2、3、4 回目は終了いたしました。

2022 年 1 月 30 日(日) 10:00～16:00
●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室
●定員 ：10 名
●聴講料：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
●問合せ：㈱モリタ福岡支店セミナー係
お申込 QR コード
℡092-611-7011

2022 年 2 月 5 日(土) 18:00～21:00
※後日、10 日間限定の講義録画配信あり！
●会場 ：Zoom オンライン
●定員 ：500 名
●受講料：7,000 円
●問合せ：㈱ヨシダ器材部（担当：姫野・大原）
℡03-3845-2931
お申込 QR コード

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

Web

ヨシダ WEB セミナー
複製義歯のハナシ コピーデンチャーズ
～複製義歯の製作とその活用法～
●講師：前畑
鈴木
松丸
湯田

香 先生（開業歯科医）
宏樹 先生（病院歯科医）
悠一 先生（義歯専門歯科医）
亜希子 先生（訪問歯科医）

2022 年 2 月 6 日(日) 10:00～13:00
●会場 ：Zoom オンライン配信
●定員 ：500 名
●受講料：無料
●問合せ：㈱ヨシダ器材部（担当：松崎）
℡03-3845-2931
お申込 QR コード

開催地

Web

クルツァーオンラインセミナー
デジタルデンチャーコラボレーション
歯科医師×歯科技工士
3D プリンティング義歯の未来

●講師：山中 祐介 先生（山中歯科医院院長）
神山 大地 先生（CRAFTZERO）

2022 年 2 月 6 日(日) 10:00～12:00

●会場 ：Zoom オンライン配信
●受講料：Kulzer GATE 会員無料、非会員 2,200 円
●問合せ：E-Mail：dd.kjp@kulzer-dental.com
お申込 QR コード

開催地

Web

GC イブニング WEB セミナー
ジーシーガスレーザープラス
歯内療法に先端機器と材料をもっと活用しよう！
～かかりつけ医が実践する歯内療法へのアプローチ～

●講師：松田 敦至 先生（坂詰歯科医院）

2022 年 2 月 9 日(水) 19:30～20:30

●会場 ：Zoom オンライン配信
●定員 ：100 名
●受講料：無料
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所
℡092-441-1286

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

開催地

福岡
・
Web

開催地

福岡
・
Web

九州歯科大学熊本県同窓会学術講演会
さらなる高みを目指して
～最先端で活躍する研究者からのメッセージ～
●講師：福井 秀和 先生 ※リモート登壇
（長野県諏訪郡：さつき歯科医院）
神力 悟 先生
（熊本大学大学院生命科学研究部
臨床病態解析学講座准教授）
第 45 回 北九州歯学研究会発表会
～下川公一先生追悼講演～
「原点回帰」 ～振り返ろう！歯科治療の基本～
●下川公一先生追悼講演
●シンポジウム 1：歯内療法
プランナー 倉富覚先生／津覇雄三先生
●シンポジウム 2：歯周治療
プランナー 中野宏俊先生／樋口琢善先生
●シンポジウム 3：修復治療
プランナー 田中憲一先生／中島稔博先生

モリタ ハンズオンセミナー
アーウィンを使った「よりやさしい歯科治療」の実践

●講師：吉嶺 真一郎 先生（鹿児島県開業）

デンツプライシロナ
九州 Aｉrway 特別講演会
現地参加／オンライン視聴
●講師：2 月＝井上 敬介 先生
（愛知県常滑市：Ｉ Dental Clinic）
4 月＝山崎 正子 先生
（三重県桑名市：山崎歯科医院）
9 月＝飯田 啓介 先生
（愛知県名古屋市：メルサ飯田歯科）

デンツプライシロナ
九州 Aｉrway 勉強会 6 回コース
デジタルデンティストリーの
さらなる可能性を福岡から！
●講師陣：井上 敬介 先生
（愛知県常滑市：Ｉ Dental Clinic）
山崎 正子 先生
（三重県桑名市：山崎歯科医院）
飯田 啓介 先生
（愛知県名古屋市：メルサ飯田歯科）
赤間 廣輔 先生
（福岡県直方市：あかま歯科医院）

開催地

㈱ヨシダ 会場と WEB 配信のハイブリッド講演会
Endo First2 ～歯科治療の基本はエンド～

東京
・
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
（ペンエンドスタディークラブジャパン主宰）
寺内 吉継 先生（神奈川県大和市開業）
エウデス・ゴンチン Jr 先生（同時通訳あり）

2022 年 2 月 11 日(金／祝) 9:45～12:30
●会場 ：熊本城ホール 3F 中会議室
●定員 ：100 名
●受講料：無料
●申込み：FAX または右記 QR コードより
Fax 096-202-5861

お申込 QR コード

2022 年 2 月 12 日(土) 14:00～18:00
2 月 13 日(日) 9:00～16:00
●会場 ：JR 九州ホール（350 名限定）および WEB ライブ配信
●受講料：歯科医師 12,000 円
大学院生・研修医・DH・DT・DA4,000 円
●参加申込：北九州歯学研究会ホームページより

http://www.kdrg.info/
●問合せ：発表会事務局（福岡デンタル販売㈱）
担当＝完田 ℡092-629-1491

2022 年

北九州歯学研究会 HP
QR コード

2 月 20 日(日) 10:00～16:30

●会場 ：㈱モリタ福岡支店
●定員 ：9 名
●聴講料：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
2022 年 2 月 20 日(日) 11:00～13:00
4 月 17 日(日) 10:00～13:00
9 月 11 日(日) 10:00～13:00
●会場 ：現地参加＝デンツプライシロナ福岡ショールーム
オンライン視聴
●定員 ：現地参加 10 名
オンライン視聴定員なし
●受講料：現地参加各回 5,000 円
オンライン視聴各回 3,000 円
●問合せ：デンツプライシロナ㈱
会場申込
福岡支店 ℡03-3845-2931

Web 申込

第 1 回：2 月 20 日(日)、第 2 回：3 月 13 日(日)
第 3 回：4 月 17 日(日)、第 4 回：6 月 5 日(日)
第 5 回：9 月 11 日(日)、第 6 回：10 月 23 日(日)
※時間：第 1 回 11:00～13:00、第 2 回～6 回 10:00～13:00
●会場 ：デンツプライシロナ福岡ショールーム
第 1 回、3 回、5 回はオンライン視聴可
●定員 ：現地参加各回 10 名
●受講料：全 6 回コース 30,000 円
●対象 ：開業 5 年未満・開業予定の先生
●問合せ：デンツプライシロナ㈱
お申込 QR コード
福岡支店 ℡03-3845-2931

2022 年 2 月 23 日(水) 10:00～16:30
●会場 ：赤坂インターシティ 401 会議室・WEB 配信
●定員 ：会場 50 名
●受講料：会場受講 30,000 円
WEB 受講 20,000 円
※振り返り視聴可能
●問合せ：㈱ヨシダ器材部
℡03-3845-2931
会場申込

Web 申込
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開催地

熊本

開催地

Web

開催地

久留米

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』
●出展メーカー：約 87 社予定
～新しい歯周病とカリエスの病因論から
●フェア会場 ：グランメッセ熊本 A ブース
何をどう伝えますか？～
（益城・熊本空港インター近く）
◆コラボレーション特別講演会：2 月 27 日(日)
●特別講演会場：グランメッセ熊本 2F
西川 義昌 先生（鹿児島県すみよし歯科顧問）
コンベンションホール
UK デンタル HP
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
特設ページ
『ディジタルの現状と支台歯形成法』
～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、本年 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。
モリタ WEB セミナー
処方成功サイクルを生み出す魔法のセリフ

●講師：中澤 正絵 先生
（医療法人盟陽会富谷中央病院歯科衛生士長）

2022 年 3 月 1 日(火)～3 月 21 日(月／祝)
●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
未入会または無料会員 6,600 円
●問合せ：㈱モリタ東京本社セールスプロモーション部
予防歯科促進グループ ℡03-3834-6164

お申込 QR コード

臨床歯科技工学ポストグラジュエートコース 5 期
2021 年・2022 年 10 回コース
～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 6 回：3 月 13 日(土)・14 日(日)、第 7 回：5 月 21 日(土)・22 日(日)
第 8 回：7 月 9 日(土)・10 日(日)、第 9 回：9 月 10 日(土)・11 日(日)
第 10 回：11 月 19 日(土)・20 日(日)
※時間＝土曜日 10:00～17:00、日曜日 9:00～16:00

●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、4、5 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

熊本デンティストミーティング（KDM）
40 周年記念発表会
超高齢社会とどう向き合うか？
●セクション 1 座長：林 康博 先生
「KDM で取り組んだ臨床統計」
●セクション 2 座長：出口 太平 先生
「将来難症例を作らないための
永久歯列完成への取り組み」
●セクション 3 座長：東 克章 先生
「歯周病罹患歯の保存により歯列や咬合の安定を図る」
●セクション 4 座長：永田 省藏 先生
「KDM が考える欠損歯列と欠損補綴への取り組み」

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

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、4、5 回目は終了いたしました。

2022 年 3 月 20 日(日) 9:00～17:30
●会場 ：熊本城ホール シビックホール
●受講料：
【前納・オンライン参加】歯科医師 10,000 円
スタッフ 3,500 円、学生 2,000 円
【当日】歯科医師 12,000 円
スタッフ 4,000 円、学生 2,000 円
※事前申し込みはオンラインでの決済のみ
●問合せ：KDM40 周年記念発表会事務局
（新外レッツ歯科）Fax096-300-3089

E-Mail：kdm40th@gmail.com

お申込 QR コード

第 6 回：4 月 9 日(土)・10 日(日)、第 7 回：6 月 4 日(土)・5 日(日)
第 8 回：8 月 6 日(土)・7 日(日)、第 9 回：10 月 29 日(土)・30 日(日)
第 10 回：12 月 3 日(土)・4 日(日)
時間：土曜日 10:00～17:00、日曜日 9:00～16:00
●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）
●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

Vol. 893-5 2022 年 1 月度 セミナー＆フェア案内

開催地

鹿児島

開催地

UK セミナー in 鹿児島
3Doctors Collaboration Seminar
2022 年 4 月 10 日(日) 10:00～16:00
ペリオ・エンドを熱く語ろう！
インプラント 0（ゼロ）を目指して！
●講師：船登 彰芳 先生
（石川県金沢市開業／5D-Japan）
●会場 ：かごしま県民交流センター 大研修室第 1
福西 一浩 先生
●定員 ：80 名様（お申込先着順）
（大阪府大阪市開業／5D-Japan）
●受講料：歯科医師様 15,000 円
白石 和仁 先生
コ・デンタルスタッフ様 5,000 円（昼食費・消費税込）
（北九州市開業
●問合せ：㈱UK デンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 担当＝財部
／白石歯科歯周再生クリニック院長）
【演題】●船登彰芳先生「歯周治療の現状と未来」 ●福西一浩先生「歯の保存を極める～Happy endo になるために～
●白石和人先生「Callenging periodontal regenerative therapy for severe case」
ペリオとエンドの立場から“歯の保存”にフォーカスを当てて、熱く語っていただくコラボレーションセミナーです。
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）

福岡

開催地

熊本

※エムドゲインゲル認定コースとなっております。
エムドゲイン講習修了証を発行します。

福岡

E-Mail：info@ando-dc.jp

UK コース in 熊本
2022 第 13 期 歯牙移動セミナー
～歯列矯正 Basic Course～

Stage1：6 月 18 日(土)・19 日(日)、Stage2：7 月 23 日(土)・24 日(日)
Stage3：9 月 10 日(土)・11 日(日)、Stage4：10 月 15 日(土)・16 日(日)
※時間： 土曜日＝15:30～19:30、日曜日＝ 9:30～16:30
●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 3F UK ホール
※但し、Stage1 初日（土曜日）のみ写真撮影実習につき、
●講師：犬童 寛治 先生
㈱ヨシダ熊本営業所にて開催。
（スタッフ同伴参加可）
（熊本市／八代市／矯正専門開業）
●定員 ：10 名（申込先着順）
田中 勝寛 先生（大川市矯正専門開業）
●受講料：4 回合計 396,000 円（実習器材代込・消費税込）※分割支払い可
久永 豊 先生（矯正専門医）
※矯正に必要なインスツルメント等は別途必要です。
●問合せ：㈱UK デンタル企画部 ℡096-377-2555
本セミナーでは、診断および歯牙移動のリスク、また矯正技工操作（シミュレーション SET UP 模型製作、インダイレクトボンディン
グシステムなど）による治療目標の明確化はもとより、国内で初めて実習用マネキンとタイポドントオリジナル咬合器（実際に歯牙を動
かす実習）を併用し、臨床に則した環境で歯牙移動を体験しながら学べるような内容です.。加えて、矯正用ミニ・スクリューインプラ
ントアンカー等を用い、歯牙移動をより効果的に動かせる実践的なセミナーになっております。また、アフターフォローとしてセミナー
受講生で構成する矯正勉強会への参加や Remote Operate System（遠隔操作）による個別指導も行っております。

Fukuoka Clinical Dental Course 2022
開催地

第 17 期：2022 年 5 月 28 日(土)・29 日(日)
第 18 期：2022 年 12 月 3 日(土)・4 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

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（10 回分割可）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。

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
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