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ｉ700 オーラルスキャナ
／ヨシダ

クラリシールド LG
／ワシエスメディカル

カーラプリント LED キュア
／クルツァージャパン

＜デジタル印象採得装置＞

＜フェイスシールド＞

＜3D プリンター造形物用光重合器＞

ヨシダから発売された“ｉ700 オーラル
スキャナ”は、高精度スキャンにより細部
の再現性が高く、適合の良い補綴物の作製
が可能です。また、短時間でのスキャンは
患者の負担の軽減と術者の作業効率のア
ップにつながります。
【特徴】
●同社取扱い「コエックスｉ500」と比較
して、スキャナスピードが 2 倍以上にア
ップしました。また、スキャン領域も拡
大しより多くの情報が一度で撮れるよう
になりました。
●UV-C LED ライトの内蔵により、スキ
ャナー内部を清潔に保つ構造です。
●本体にあるリモートコントロールボタ
ンにより、パソコンに触れずに画面の操
作が可能です。
●本体重量 245g の軽量とスリムな設計
により、持ちやすく術者の負担を軽減し
ます。
●タイプ C ケーブルにより、アダプターや
余計なケーブルが不要で、ケーブル 1 本
で PC に接続が可能です。
●先端チップは最大 100 回までオートク
レーブ滅菌が可能です。また 180 度反
転装着が可能で操作性に優れています。
標準価格＝本体一式
2,500,000 円
チップ（4 本入）48,000 円

『 オパールエッセンス Go 』
＜ ウルトラデントジャパン ＞

価格＝オープン価格

ワシエスメディカルから発売された“クラ
リシールド LG”は、大手眼鏡メーカー「シ
ャルマン」の頭部データベースと掛け心地
の研究からデザインされたフレームに、さ
らに治療時の飛沫から顔全体やルーペを
防護するフィルムとともに開発された医
療従事者の安全の向上を図ったフェイス
シールドです。
【特徴】
●縦 260mm の長さが、治療中の飛沫を
頭部から顎下・首元までをしっかりガー
ドし、安心して治療が行えます。
●人間工学に基づいた設計により、快適な
フィット感とブレのないホールド感を
実現します。
●倍率 10 倍のルーペやカメラ、ヘッドラ
イト等装着しても干渉することなく、変
わらない視野の確保が可能です。
●チタンフレームは、マット調のブルー、
ゴールド、シルバー、グリーンの 4 色を
ラインナップ。
標準価格＝本体一式
13,500 円
標準フィルム（10 枚入） 3,000 円
超低反射フィルム（3 枚入）6,000 円

クルツァージャパンから 3 月 22 日に発売
される“カーラプリント LED キュア”は、
3D プリンター造形物の最終重合専用に開
発された LED タイプの光重合器です。異
なる波長域を持った 2 種類の LED ライト
を搭載しているため、様々なインクの光重
合に対応します。
【特徴】
●大きな開口部をもつ大容量のチャンバ
ー（内寸 W170×D200×H170mm）
は、一度に複数の模型を光重合すること
が可能です。
●ヒーター加熱により造形物の優れた機
械的特性を引き出します。
●チャンバー内を鏡面加工し透明なター
ンテーブルを備えているため、模型を反
転させて光重合する必要がありません。
●任意の重合プログラムを 100 種類以上
保存することが可能です。
●dima Print シリーズ全てのプログラム
が登録されています。
標準価格＝本体一式 400,000 円

簡単に、いつでも、どこでもホワイトニング！
今回ご紹介させていただくのは、ウルトラデントジャパン(株)より発売されておりま
す「オパールエッセンス Go」です。本製品には、カスタムトレー作成不要、毎回ジェ
ル注入の必要がない、6%過酸化水素配合、という特徴があります。予めジェルが充填
された使い捨てトレーを使用することでチェアタイムを短縮しトレー作成時間を省く
ことができトレー清掃の必要がありません。また、従来の過酸化尿素 10%（過酸化水
素 3.6%）と比べ短時間で効果を実感することができます。
実際にご使用になられてみた医院様から、上記の特長以外にも、「従来のカスタムト
レーと比較し会話に差し支えることが少なく使用タイミングを考える必要がなくなっ
た。
」など評価いただいております。ホワイトニングの需要増に伴い、多様化するニー
ズにもお応えできるものと思います。ウルトラデントジャパン㈱では、3 月まで日本審
美歯科学会第 32 回学術大会大会長主催セミナー講師の先生方による新しいコンテンツ
を配信されておりますので詳細は弊社営業担当者へお問い合わせください。
熊本店 営業五課 寺崎 高志
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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
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）

開催地

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

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勤務）

2022 年 現在配信中～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

2022 年 現在配信中～3 月 22 日(火)迄
●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

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

モリタ 九州エリア限定オンデマンドセミナー
「ものづくり補助金」解説セミナー

Web

●講師：松本 直樹 先生
（㈱meditips 代表取締役）
※医療法人様は対象外となります。
※補助金サポート可能商品は㈱モリタ取り扱い商品
のみとなります。

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

2022 年 現在配信中～3 月 31 日(木)迄
●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
セールスプロモーショングループ本社セミナー係

E-Mail：moritafukuokaweb@morita.cpm
お申込 QR コード

2022 年 現在配信中～3 月 31 日(木)
●会場：オンデマンド配信（A・B コースの 90 分）
●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

Web

デンツプライシロナ Webinar 録画配信
理にかなったリトリートメント

2022 年 現在配信中～5 月 31 日(火)迄
●会場 ：WEB オンデマンド配信（講演時間：約 30 分）
●受講料：視聴無料
●申込み：QR コードまたは https://cvent.me/N9Zdby
●問合せ：デンツプライシロナ㈱
℡03-5114-1008

●講師：八幡 祥生 先生
（東北大学病院歯内療法科講師
／東北大学大学院歯学研究科
エコロジー歯学講座歯科保存学分野）

開催地

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～

Web

●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）

開催地

Web

開催地

Web

●講師：佐々木 英隆 先生（es デンタル）
菅 拓摩 先生
（税理士法人アップパートナーズ）

●会場 ：WEB オンデマンド配信
●受講料：視聴無料
●申込み：QR コードまたは https://cvent.me/kk57ak
●問合せ：デンツプライシロナ㈱九州リーション
℡092-518-1800

●解説：真鍋厚史先生
●講師陣：
新妻由衣子先生／保坂啓一先生／大槻昌幸先生
宮崎真至先生／田上順次先生
※開催日に応じて講師ならびに演題が変わります。

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

Web

●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

2022 年 3 月 7 日(月)～3 月 20 日(日)迄

開催地

開催地

2022 年 現在配信中～7 月 19 日(火)の期間中の毎週（月・火・金）
※時間＝各回 13:15～13:45

デンツプライシロナ Webinar 録画配信
CAD/CAM Academy
～CEREC System のクリニックでの
活用方法と効率良い設備投資の方法～

ウルトラデントジャパン㈱
オパールエッセンス go ホワイトニング教室

GC 友の会学術講演会 オンライン講演会 LIVE
レベルアップ歯周基本治療
治りやすいペリオ？ 治りにくいペリオ？
～難易度別で見えてくるアプローチ法～
●講師：斎田 寛之 先生
（埼玉県所沢市：斉田歯科医院院長）
片山 奈美 先生
（斉田歯科医院歯科衛生士）

お申込 QR コード

お申込 QR コード

お申込 QR コード

3 月＝7 日(月)・11 日(金)・14 日(月)・18 日(金)・25 日(金)・28 日(月)
※時間 13:00～14:00
●会場 ：オンライン Zoom ミーティング
●定員 ：100 名
●受講料：無料
●問合せ：ウルトラデントジャパン㈱
℡0120-060-751

お申込 QR コー
ド

2022 年 3 月 9 日(水)、3 月 10 日(木)、3 月 23 日(水)、3 月 24 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

※見逃し配信期間（オンデマンド）3 月 11 日(金)～3 月 13 日(日)
●会場 ：オンデマンド配信
●受講料：GC 友の会会員 2,200 円、未入会 13,200 円
【GC 友の会同時入会での受講】
歯科医師 11,000 円
勤務医・歯科技工士・歯科衛生士 5,500 円
●問合せ：㈱ジーシーDIC ℡03-3815-1511

お申込 QR コード
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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
●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 2 回：3 月 12 日(土)・13 日(日)、第 3 回：4 月 9 日(土)・10 日(日)
第 4 回：5 月 14 日(土)・15 日(日)、第 5 回：6 月 11 日(土)・12 日(日)
第 6 回：7 月 2 日(土)・3 日(日)、第 7 回：8 月 6 日(土)・7 日(日)
第 8 回：9 月 10 日(土)・11 日(日)、第 9 回：10 月 8 日(土)・9 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 792,000 円、再受講 528,000 円
（第 2 回スポット受講 88,000 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
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 12 日(土)・13 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

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、4、5 回目は終了いたしました。

●会場 ：第 6 回目会場 久留米リサーチパーク 2F 研修室 D
●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

㈱ジーシー WEB セミナー
ユニバーサルボンド時代の 2 ステップ接着システム
～新たな接着のゴールドスタンダードを目指して～

2022 年 3 月 13 日(日) 10:00～11:30

●講師：高垣 智博 先生
（朝日大学歯学部歯冠修復学准教授）
鷲野 崇 先生
（わしの歯科クリニック院長）

●会場 ：Zoom オンラインシステム（LIVE）
●定員 ：200 名
●受講料：GC 友の会会員無料
GC 友の会会員同時入会歯科医師 8,800 円
GC 友の会会員同時入会勤務医 3,300 円
未入会 11,000 円
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所
℡092-441-1286

開催地

Web

開催地

Web

開催地

熊本

ヨシダ WEB セミナー
ニッケルチタンファイルからバイオセラミック材料を
用いた根管治療の可能性

●講師：岡村 友玄 先生
（大阪歯科大学口腔病理学講座助教）

ヨシダ GROUP21 勤務医限定セミナー
継続通院したくなる歯科医院のスタッフ育成計画

●講師：岩崎 小百合 先生
（歯科衛生士／いわさき歯科勤務）

お申込 QR コード

2022 年 3 月 13 日(日) 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（担当：大原）
℡03-3845-2931

お申込 QR コード

2022 年 3 月 13 日(日) 13:00～17:00
●会場 ：㈱ヨシダ熊本営業所
●定員 ：5 名
●受講料：無料（勤務医限定）
●問合せ：㈱ヨシダ熊本営業所 ℡096-379-2220
担当＝山下

お申込 QR コード
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開催地

福岡

開催地

Web

開催地

Web

開催地

Web

開催地

Web

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～

●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㈱

㈱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～
●講師：櫻井 善明 先生
（ネクスト・デンタルソレイユメインテナンス
クリニック院長）
林 智恵子 先生
（ネクスト・デンタルソレイユメインテナンス
クリニック歯科衛生士）

2022 年 3 月 13 日(日) 10:00～15:00
●会場 ：JR 博多シティ 10F J 会議室
●受講料：16,500 円（消費税込）
※事前お振込みの場合 13,200 円
●問合せ：℡090-9585-8834

E-Mail：amsbrillia@gmail.com
URL：ttps://resast.jp/page
/consecutive_events/9800

2022 年 3 月 16 日(水) 19:30～21:00

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

GC Web セミナー ウェアラブル筋電計の臨床
睡眠時ブラキシズム患者に対する
睡眠時筋電図検査 Vol.2

2022 年 3 月 17 日(木) 19:00～21:00

●講師：藤巻 弘太郎 先生
（ぶばいオハナ歯科院長）

●会場 ：Zoom オンライン配信
●定員 ：100 回線
●受講料：GC 友の会会員無料
GC 友の会会員同時入会 8,800 円
未入会 11,000 円
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所
℡092-441-1286

GC Web セミナー
レベルアップ ホワイトニング臨床！
症例を通して学ぶ！ ホワイトニング成功への近道

●講師：須崎 明 先生
（愛知県北名古屋市開業：ぱんだ歯科）

ヨシダ G-PLUS 訪問歯科診療
訪問歯科診療の現状と基礎知識

●講師：間瀬 淳三 先生
（一般社団法人日本訪問歯科協会理事）

Web

リフレケア 口腔ケア Web セミナー
ご好評につき再配信！
●演題：
「要介護から人生の最終段階における
口腔ケア方法」
～基本テクニックからトラブルシューティング～
●講師：齋藤 しのぶ 先生
（医療法人 永寿会
陵北病院 歯科診療部 歯科衛生科長）

お申込QRコード

お申込 QR コード

2022 年 3 月 17 日(木) 00:00～23:59
●会場 ：オンデマンド配信（講演時間：90 分）
●受講料：GC 友の会会員 6,600 円
GC 友の会会員同時入会歯科医師 15,400 円
GC 友の会会員同時入会勤務医
・歯科技工士・歯科衛生士 9,900 円
●問合せ：㈱ジーシーDＩC ℡03-3815-1511

お申込 QR コード

2022 年 3 月 17 日(木) 19:00～21:00
●会場 ：Zoom オンラインシステム
●定員 ：200 名
●受講料：無料
●問合せ：G-PLUS 事務局

E-mail：g-plus@yoshida-dental.co.jp

開催地

お申込 QR コード

お申込 QR コード

2022 年 3 月 17 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㈱ 担当：津田・吉川

E-mail：m990023@beanstalksnow.co.jp
お申込 QR コード

Vol. 901-3 2022 年 3 月度 セミナー＆フェア案内
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熊本

開催地

Web

開催地

熊本

開催地

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 大平 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」
ヨシダ Web セミナー World Oral Health Day
私たち、歯科衛生士が健康を守る。
～教科書だけでは学べない話～
●講師：濱田 智恵子 先生
（歯科衛生士／㈱TomorrowLink 代表）
北原 文子 先生
（歯科衛生士／日本抗加齢学会員）

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

●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

2022 年 3 月 20 日(日) 10:00～13:00
●会場 ：Zoom オンラインシステム
●定員 ：500 名
●受講料：無料
●申込み：㈱ヨシダホームページより http://www.yoshida-dental.co.jp
●問合せ：㈱ヨシダ器材部（担当：村岡）℡03-3845-2931

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、2、3、4、5 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。
ジーシー 医院継承セミナー
新規開業・継承開業をお考えの先生へ
東京会場からライブ中継

福岡
・
長崎
・
鹿児島

●講師：日吉 国宏 先生
（㈱ディー・ピー・エス コンサルタント）

開催地

開業の院長先生に！勤務の先生に！目指そう専門医
公益社団法人日本口腔インプラント学会
日本口腔インプラント学会認定講習会 2022
第 8 期受講生募集

福岡

2022 年 3 月 20 日(日) 9:00～17:30

●講師陣：一般社団法人
福岡口腔インプラント研究会 講師陣
●主催 ：一般社団法人
福岡口腔インプラント研究会
ホームページ http://www.2013fira.com

2022 年 3 月 27 日(日) 10:00～12:00
●会場 ：㈱ジーシー九州営業所
㈱ジーシー長崎サービスセンター
㈱ジーシー鹿児島サービスセンター
●定員 ：福岡 20 名、長崎 10 名、鹿児島 10 名
●受講料：GC 友の会会員無料
GC 友の会会員以外 3,000 円
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286
第 1 回：4 月 2 日(土)・3 日(日)、第 2 回：5 月 14 日(土)・15 日(日)
第 3 回：6 月 4 日(土)・5 日(日)、第 4 回：7 月 2 日(土)・3 日(日)
第 5 回：8 月 20 日(土)・21 日(日)、第 6 回：9 月 3 日(土)・4 日(日)
第 7 回：10 月 1 日(土)・2 日(日)、第 8 回：11 月 5 日(土)・6 日(日)
時間：土曜日＝14:00～18:30、日曜日＝9:00～17:00
※但し、第 1 回と第 8 回の土曜日 10:00～18:30
●会場 ：福岡 SRP センタービル 2F（福岡市早良区）
●定員 ：30 名
●受講料：全 8 回 660,000 円（消費税込）※分割支払可
※別途 77,000 円の実習器材代が必要です。
●問合せ：福岡口腔インプラント研究会事務局（冨岡）
℡092-846-4066／携帯番号 070-1944-6575

E-mail：fira.jp.mb@gmail.com

Vol. 901-4 2022 年 3 月度 セミナー＆フェア案内

開催地

福岡

開催地

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

2022 年

●講師：吉嶺 真一郎 先生（鹿児島県開業）

●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

GC 友の会セミナー
初心者のための総義歯ベーシックセミナー
～口腔内で機能する総義歯作りのはじめの一歩～

4 月 3 日(日) 10:00～16:30

2022 年 4 月 3 日(日) 10:00～16:00

福岡

●講師＝田中 昌弘 先生
（LAB QUALITY 代表／久留米市開業）

●会場 ：㈱ジーシー九州営業所 セミナールーム
●定員 ：20 名（歯科医師・歯科技工士）
●受講料：GC 友の会歯科医師・勤務医会員・技工士会員 8,800 円
歯科医師・技工所会員勤務の方 12,100 円、会員外 19,800 円
●問合せ：㈱ジーシー九州営業所 ℡092-441-1286

開催地

UK オンライン WEB セミナー
ホワイトニングの新たな潮流
～新製品の登場がもたらす
審美歯科へのインパクト～

2022 年 4 月 7 日(木) 19:30～21:00

Web

●講師：宮崎 真至 先生
（日本大学歯学部保存修復学講座教授）

●会場 ：Zoom オンライン配信
●定員 ：200 名
●受講料：無料
●協賛 ：ウルトラデントジャパン㈱
●問合せ：㈱UK デンタル企画部 ℡096-377-2555

お申込 QR コード

本講演では、新たに臨床に導入されたホワイトニングシステムとともに、生活歯のホワイトニングについての基礎的事項、臨床的留意点についてご解説い
ただき、無限に広がる審美歯科の未来についてご講演いただきます。

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。

開催地

鹿児島

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

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。

開催地

熊本歯牙移植研究会 第 27 回例会

熊本
・
Web

【内容】
Ⅰ．症例発表：佐藤 邦彦 先生
「移植歯の根管治療と補綴について」
Ⅱ．基調講演：佐藤 俊一郎 先生
「歯牙移植を保険請求する場合の
注意点とカルテの書き方について」

2022 年 4 月 16 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
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Web

開催地

福岡
・
Web

開催地

Web

開催地

Web

開催地

熊本

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：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）
※第 1、2 回目は終了いたしました。
あなたの知識が患者さんの未来を輝かせる！
Dental Staff Study Group“FOCUS！”2022！
「デンタルスタッフが知っておくべき基本
・口腔と全身」6 回コース

2022 年 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 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㈱
福岡支店 ℡03-3845-2931

お申込 QR コード

第 2 回：4 月 17 日(日)、第 3 回：6 月 12 日(日)、第４回：８月 7 日(日)
第 5 回：10 月 16 日(日)、第 6 回：12 月 18 日(日)
※時間：各回 13:00～16:30

●講師陣：
●会場 ：オンライン（Zoom）
1 回目＝川内大輔先生（㈱Roots 代表）
●定員 ：各回 50 名
2 回目＝山口英司先生（新外レッツ歯科院長）
●受講料：DH&DT：全受講 36,000 円・単発受講 6,000 円
3 回目＝松永 久先生（松永歯科医院院長）
歯科医師：全受講 48,000 円・単発受講 8,000 円
4 回目＝東 克章先生（東歯科医院院長）
歯科助手・受付：全受講 30,000 円・単発受講 5,000 円
5 回目＝大場 隆先生
学生：無料
（熊本大学大学院
●問合せ：Merci&Merci Takako Dental
生命科学研究部産科婦人科講座准教授）
Hygienist Office 本田貴子
6 回目＝西田健朗先生
℡090-9651-4504
（熊本中央病院内分泌代謝科部長）
Mail：merci.and.merci@gmail.com
お申込 QR コード
※第 1 回目は終了いたしました。
2022 年の FOCUS！は、口腔と全身に関する基本と新たな知識を学び、問題を発見する力を身につけ必要な情報提供と解決方法で、
患者さんの今を変化させ、明るい未来を創造します。
モリタ WEB セミナー 歯科衛生士対象
術者にも患者さんにも優しいメインテナンス術
～超音波スケーラーと
パウダークリーニングの基本～

2022 年 4 月 19 日(火)～5 月 20 日(金)迄

●講師：坂口 由美子 先生
（フリーランス歯科衛生士）

●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

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）

お申込 QR コード

2022 年 5 月 8 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
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Simple Seminar 2022
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～
●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
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

※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。

コース①＝5 月 12 日、5 月 19 日、5 月 26 日、6 月 9 日
6 月 16 日、6 月 23 日
コース②＝8 月 18 日、8 月 25 日、9 月 8 日、9 月 15 日
9 月 22 日、9 月 29 日
コース③＝10 月 13 日、10 月 20 日、10 月 27 日、11 月 10 日
11 月 17 日、11 月 24 日
※各コース全 6 回 木曜日 19:30～21:30（約 2 時間）
●会場 ：栃原ビル歯科研修室 5F
●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
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

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

●講師：犬童 寛治 先生
（熊本市／八代市／矯正専門開業）
田中 勝寛 先生（大川市矯正専門開業）
久永 豊 先生（矯正専門医）

●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、
㈱ヨシダ熊本営業所にて開催。
（スタッフ同伴参加可）
●定員 ：10 名（申込先着順） ※満員御礼！
●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
※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

熊本

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

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～

●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

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
●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（10 回分割可）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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第 28 期・第 29 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 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

㈲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 後期

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）

開催地

福岡

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
インプンラント歯科衛生士セミナー
2 日間コース 2022 年 第 6 期生募集

第 1 回：7 月 9 日(土)・10 日(日)、第 2 回：8 月 20 日(土)・21 日(日)
第 3 回：9 月 10 日(土)・11 日(日)、第 4 回：10 月 15 日(土)・16 日(日)
第 5 回：11 月 12 日(土)・13 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

第 1 回：9 月 4 日(日)、第 2 回：10 月 2 日(日)
※時間＝各回 9:30～17:00
●会場 ：福岡 SRP センタービル 2F（福岡市早良区）
●定員 ：30 名
●受講料：29,700 円（材料費・昼食費・消費税込）
●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（事務：冨岡）
℡092-846-4066（ばば歯科クリニック内）
携帯番号 070-1944-6575

●講師陣：
松井孝道先生／矢野尚一先生／関真理子先生
常岡由美子先生／山本勝己先生／谷口祐介先生
清野政孝先生／篠﨑陽介先生／林秀樹先生
川上伸大先生／白石亮平先生

E-mail：fira.jp.mb@gmail.com

開催地

福岡

Rubber Dam Isolation Technique Master Course

2022 年

10 月 30 日(日) 9:00～16:00

●講師：辻本 真規 先生
（福岡市開業：辻本デンタルオフィス院長）

●会場 ：㈱ゼロメディカル（福岡）
●定員 ：10 名
●受講料：77,000 円（昼食費・懇親会費・消費税込）
●主催 ：㈱ゼロメディカル
お申込 QR コード

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 11 月 26 日(土) 13:00～19:00
To A New Era！ New Challenge！
11 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：11 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 90 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：11 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～
本年 2 月に開催を予定いたしておりました“第 8 回 UK デンタルフェア”につきましては、オミクロン株の感染急拡大を受け、順延と
させていただきました。当日の展示会や特別講演会へのご来場を楽しみにしてくださっておりました皆様には心よりお詫び申し上げま
す。改めまして 11 月に順延での開催が決定いたしましたのでご案内させていただきます。引き続き感染防止対策を講じ準備を進めて参
りますので、皆様のご来場を社員一同心よりお待ち申し上げております。

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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