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『 Bee QUEEN 』 
＜ ビーブランドメディコーデンタル ＞ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

患者参考価格＝1本352円（税込） 

 
 

VIP GLOVEニトリルタイプ 

ライト／日本歯科商社 
 

＜歯科用手袋＞ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

日本歯科商社から発売された“VIP 

GLOVEニトリルタイプライト”は、伸張

性に優れた極薄ニトリル素材を採用した

ニトリルグローブです。ソフトなフィット

感で、長時間の着用でも疲れを軽減しま

す。 

 

【特徴】 

●100%ニトリルの合成ゴム製によるラ

テックスフリーです。 

●装着しやすく、引っ張り感が少なく良く

手に馴染みます。 

●パウダーフリータイプです。 

●大容量の1箱250枚入りで、左右兼用

の未滅菌タイプです。 

●サイズは、XS、S、M、Lの4種類をラ

インナップ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準価格＝1箱  オープン価格 

少しの圧でスッと入り、スクラビング法に最適！ 
 

今回ご紹介させていただきます商品は、㈱ビーブランド・メディコ―デンタルより発売されて

おります『Bee QUEEN』シリーズです。こちらの商品の特徴は、①先端技術が生んだ画期的

な NEW スリム毛。②口腔内での操作性が高まるミニマムヘッド。③持ちやすく磨きやすいラ

バーグリップです。極細特殊加工毛テクノロジーが生んだ極細毛により、従来毛先が届きにくか

った隣接面、歯頸部、小窩裂溝にスムーズに到達し、プラークコントロールに威力を発揮でき、

また歯肉へのストレスを最小限に抑えることができます。 

実際にご採用していただいている先生からは、「毛の硬さが絶妙で炎症のある部分にも少ない

圧で確実に歯周ポケットに入りこむから、痛みが少なく磨ける。特にBee QUEENシリーズは

スクラビング法に適していてとても良い！」とお言葉を頂いています。 

毛の長さの異なる『Bee QUEEN95（9.5mm）』と『Bee QUEEN105（10.5mm）』の2

種類がございます。是非この機会に一度お試し頂ければと思います。詳細につきましては弊社担

当者までお問い合わせください。 

                      福岡店 営業三課 草場 滉騎 

トロフィーパン 

エクセル3D NEO／ヨシダ 
＜3Dレントゲン＞ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨシダから発売中の「トロフィーパンエク

セル 3D」が、さらにグレードアップし、

“トロフィーパンエクセル 3D NEO”と

して新発売されました。スカウトショット

が可能で、事前に側方撮影を行うことで、

CT 撮影範囲の確認が可能となり、5×

5cm などの小サイズ FOV 撮影時で発生

しがちな撮影位置決めのミスを軽減する

ことが可能です。 

 

【特徴】 

●ボクセルサイズ75μmの高精細画像は

これまでFOV5×5cmのみに対応して

いたが、エクセル 3D NEO では 8×

9cm まで撮影が可能になりました。歯

周治療での全体的な硬組織の確認等に

活用できます。 

●撮影画面のデザインがリニューアルさ

れ、より使いやすくなりました。患者サ

イズ、FOV、画質を 1 つの画面で操作

が可能です。 

 

標準価格＝本体一式   9,950,000円 

ボナーク®／モリタ 
＜コラーゲン使用人工骨＞ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モリタから発売された“Bonarc® （ボナ

ーク®）”（製造販売：東洋紡）は、骨再生

誘導を目的に開発されたリン酸オクタカ

ルシウム（OCP）と医療用コラーゲンの複

合体です。骨欠損部分に「ボナーク®」を

埋め込むと周囲の細胞の再生能力を活性

化させ、それが足場となって新生骨の形成

を誘導します。 

 

【特徴】 

●インプラント植立を前提とした骨再生

が認められた材料です。 

●多孔性で気孔率が高く、本品の内部まで

血液、体液の浸潤が容易です。気孔内部

に骨代謝に関与する細胞等が侵入し、新

生骨の形成が誘導されます。 

●人工骨には初めて使用されたリン酸オ

クタカルシウムにより、骨髄由来間質細

胞から骨芽細胞への細胞分化に影響し

ます。 

●顆粒ではなく、スポンジ状のディスク、

ロッドの２種類の固形タイプの形状で

す。欠損部への充填が容易に行えます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準価格＝ 

ディスクタイプ（10入） 20,000円 

ロッドタイプ（1入）   13,000円 
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開催地 

モリタNEXT Generation企画 第3弾 

DHも！開業前のDrにも！ 

ずっと自分の歯で過ごすための歯科治療 

患者主体のシンプルメインテナンスのすゝめ 

2022年 現在配信中～7月20日(水)迄 

Web 
●講師：芳賀 剛 先生 

（学研都市歯科・矯正歯科院長） 

●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 

 

開催地 

モリタ WEBセミナー 

明日から実践できる「口腔機能発達不全症」の対応 

～診査から食生活指導・運動訓練まで～ 

2022年 現在配信中～7月20日(水)迄 

Web 
●講師：浜野 美幸 先生 

（東京都開業：千葉歯科医院院長） 

●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 

 

開催地 

ヨシダ博多Webスタジオ完成披露講演会 

～九州を代表するスタディグループの若手が 

               師匠と語る～ 

2022年 現在配信中～8月31日(水)迄 講演時間：各セミナー30分 

Web 

セミナー1：筒井照子先生／筒井祐介先生 

セミナー2：船越栄次先生／高尾康佑先生 

セミナー3：中村社綱先生／藤波淳先生 

セミナー4：上田秀朗先生／帆足亮太郎先生 

セミナー5：水上哲也先生／溝上宗久先生 

セミナー6：林美穂先生／西村和美先生 

●会場 ：オンデマンド配信 

●定員 ：3,000名様 

●受講料：無料  

●問合せ：㈱ヨシダマーケティング部 

E-mail：g-plus@yoshida-dental.co.jp 

 

開催地 

モリタ WEBセミナー 

マイクロスコープを上手に活用する方法 

～2022年保険改正でどう変わる！? 

         マイクロ加算を解説します～ 

2022年 現在配信中～8月31日(水)迄 

Web ●講師：古畑 和人 先生（古畑歯科医院院長） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●受講料：無料  

●問合せ：㈱モリタ東京本社セミナー係  

℡03-3834-6164 

 

開催地 

トクヤマデンタル倶楽部 審美修復セミナー 

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～ 

2022年 7月 7日(木) 18:00～20:00 

※7月14日(木)まで振り返り視聴が可能です。 

Web 
●講師：大谷 一紀 先生 

（東京都開業：大谷歯科クリニック院長） 

●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無料 

     非会員11,000円 

●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 

 

【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 

お申込QRコード 
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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 

第1回：7月9日(土)・10日(日)、第2回：8月27日(土)・28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 

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 

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5日(土)・6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、6、7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 

UKセミナー in 熊本 

長期予後の良い“快適”で“咬める” 

                          局部床義歯作製のA to Z 

2022年 7月10日(日) 10:00～16:30 

熊本 

●講師：松本 勝利 先生 

    （GLOBAL DENTAL SYSTEM代表 

                ／福島県開業） 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：㈱UKデンタル熊本店 3F UKホール 

●定員 ：40名様（申込み先着順）※増席60名様にて満員御礼！ 

●受講料：歯科医師様  30,000円 

     歯科技工士様 20,000円（昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル熊本店 ℡096-377-2555 

①欠損形態別に見るレストの設定位置、②歯が抜けなくなり、快適に局部床義歯を使う為の把持設計とは？、③歯に負担をかけない維

持装置の設計方法、④あらゆる欠損形態に対応出来る義歯設計について、⑤究極の“選択圧印象方法”、⑥多数歯欠損などの下顎位の設

定方法、⑦局部床義歯の咬合付与の仕方、⑧局部床義歯のリライニングのコツ！等々、長期予後の良い局部床義歯製作のポイントをご

紹介いただきます。 

 

開催地 

Keynote study club 

Keynoteシェーマ、アニメーションコース 

1日コース 

2022年 7月10日(日) 11:00～17:00 

福岡 

●講師：中島 寛明 先生 

   （福岡県開業：久留米セントラル歯科院長） 

●主催：エイトビーズ 

●会場 ：はち歯科医院 セミナー室（福岡県大野城市） 

●定員 ：9名様 

●受講料：82,500円（昼食費・資料・消費税込） 

    ※お振込先はお申込み後にご連絡いたします。 

●対象 ：プレゼンテーションソフトKeynoteユーザー 

   の歯科医療従事者様 

●問合せ：QRコードよりお申込みください。 

E-Mail：ksc.dental2022@gmail.com 
※メールにてお申込みの際は「受講希望」とメッセージをください。 

患者さんや歯科医療従事者へプレゼンする機会は多いのではないでしょうか？今回、プレゼン等でも秀逸な多くのシェーマを描かれて

いる中島先生の1日コースを企画いたしました。皆様方のご参加をお待ちいたしております。 

 

開催地 

モリタ レーザー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  7月10日(日) 10:00～16:30 

福岡 ●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 

 

お申込QRコード 
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開催地 

ヨシダ Web LIVEセミナー 

臨床と研究、それぞれ違う観点から考える  

新しい根管治療 

2022年 7月10日(日) 10:00～12:00 

Web 

●講師：岡村 友玄 先生 

    （大阪歯科大学口腔病理学講座助教） 

    田幡 元 先生 

    （タバタ歯科クリニック院長） 

●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 ℡03-3845-2931 

 

開催地 

0歳から健口長寿研究会 

「人生の根幹となる立派な口腔機能の育成を 

         私たちと共に学びましょう！」 

④7月10日(日)、⑤9月4日(日)、⑥11月13日(日) 

⑦2023年2月26日(日) ※①、②、③は終了いたしました。 

※時間：各回10:00～17:00 

福岡 

・ 

Web 

④咀嚼機能の育て方講座（歯科医療従事者向け） 

 講師：岡崎好秀先生・柿崎陽介先生 

⑤母親教室の開き方講座～公衆衛生～ 

 講師：北折一先生・柿崎陽介先生 

⑥認定対策講座 

 講師：柿崎陽介先生・栗山雅子先生・西依亜矢先生 

⑦第4回0歳から健口長寿研究会総会 

●会場 ：福岡市内とオンラインのハイブリッド開催 

※参加方法、入会方法、受講料、資格制度については、 

QRコードより研究会のホームページをご参照ください。  

●問合せ：0歳からの健口長寿研究会事務局 

（㈱Dental Hygeia）  

℡092-542-6255 

        Mail：info@zeroken.org   

            HP：https://www.zeroken.org 

 

開催地 

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 

2022年 7月10日(日) 10:00～16:00 

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） 

●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 

 

開催地 EMS SDAオンラインセミナー 
2022年 7月13日(水)、7月14日(木)、7月27日(水)、7月28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：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  

 

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～ 

2022年 7月13日(水) 19:30～21:00 

Web 

●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） 

●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 

 

開催地 第2回補助金セミナー「補助金」有効活用術！ 2022年 7月13日(木) 19:00～20:30 

Web 
●講師：黒川 伸宏 氏 

  （北浜グローバル経営㈱東京本社支社長） 

●会場 ：Zoomオンラインセミナー 

●受講料：無料  

●問合せ：クルツァージャパン 

 E-mail：dd.kjp@kulzer-dental.com 
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開催地 

UK Webセミナー 

クリアファイバーⅣを使用した 

                「誰でも」「簡単」「キレイに」！ 

口腔内撮影の「コツ」オンラインセミナー 

2022年 7月14日(木) 19:30～20:30 

Web 

●講師：原田 崇 先生 

（㈱JMDI代表取締役社長） 

※クリアファイバーシリーズ考案者 

●会場 ：Zoom Webinarオンラインシステム 

●定員 ：80名（申込先着順） 

●受講料：無料 

●申込み：右記QRコードからお申込みください。 

●問合せ：㈱UKデンタル企画部 ℡096-377-2555 

メディカルフォトグラファーでクリアファイバー開発者の原田崇先生を講師に、「誰でも・キレイに・撮影できる」口腔内撮影の原田メ

ソッドをご紹介いただきます。患者様とのコミュニケーションツールとして簡単にご活用いただけるように、全てのノウハウを包み隠さ

ずご公開いただきます。 

 

開催地 
UKデンタル大分店 

DX（デジタルトランスフォーメーション）体験会 
2022年 7月21日(木)～8月20日(土) 

大分 

・ 

Web 

①口腔内スキャナー 

②歯科用CAD/CAM装置 

③マイクロスコープ 

④セルフレジ／自動精算機 

⑤予約管理システム 

⑥院内ネットワークセキュリティ 

●会場 ：オンライン&対面のハイブリッド形式 

●参加費：無料 

●申込み：体験方式（オンライン・訪問デモ・メーカーショールーム）から 

ご選択ください。 

●問合せ：㈱UKデンタル大分店 ℡097-513-3988 

昨今、様々なビジネスシーンで「DX：Digital Transformaition」という言葉が注目を集め、その波は歯科業界にも押し寄せています。

これまでの単なる電子化ではなく、IT・デジタルを徹底して活用することで業務改革を起こし、新たな価値を提供できるデジタル機器を、

オンライン及び対面のハイブリッド形式で開催いたします。 

 

開催地 

モリタ WEBセミナー 

インプラントマイクロサージェリー 

～インプラント治療へのマイクロスコープの応用～ 

2022年 7月21日(木)～8月19日(金)迄 

Web ●講師：千 栄寿 先生（神奈川県開業） 

●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：㈱モリタ東京本社セールスプロモーション部4G 

℡03-3834-6164 

 

開催地 

モリタNEXT Generation企画 第4弾 

治療方針をコントロールする 

～低侵襲・高精度の治療をめざして～ 

2022年 7月21日(木)～10月19日(水) 

Web 
●講師：長谷川 慶 先生 

（医療法人社団銀輪会 長谷川歯科医院） 

●会場 ：オンデマンド配信 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱モリタ大阪本社セミナー係  

℡0120-988-291 

 

開催地 

第27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：7月23日(土)・24日(日)、第2回：8月27日(土)・28日(日) 

第3回：9月24日(土)・25日(日)、第4回：10月22日(土)・23日(日) 

第5回：11月26日(土)・27日(日) 

第6回：12月17日(土)・18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） 

●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。 

 

お申込QRコード 

お申込QRコード 

お申込QRコード 



  Vol. 917-3 2022年 7月度 セミナー＆フェア案内 

 

 

 

 

 

 
 

 

開催地 

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～ 

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  

熊本 

●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） 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

※第1回目は終了いたしました。 

●会場 ：㈱UKデンタル熊本店 3F UK ホール 

●定員 ：10名（申込先着順） ※満員御礼で開催中！ 

●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 

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。 

 

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 

～15期～ 

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／冨永宗嗣先生／飯田啓介先生 

※第1回目は終了いたしました。 

●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。 

 

開催地 

トクヤマデンタル 倶楽部 保存修復セミナー 

シンプルで確実な 

       コンポジットレジン修復の勘どころ 

～シェードという概念のない 

       コンポジットレジン修復の実際～ 

2022年 7月24日(日) 14:00～16:00 

※7月31日(日)まで振り返り視聴が可能です。 

Web 
●講師：高橋 真広 先生 

（東京都開業：トータル歯科東京青井代表） 

●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無料 

     非会員11,000円 

●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 

 

開催地 

2022年度 松風技工セミナー実習コース 

松風ディスク ZRルーセントスープラの 

          基礎知識と臨床への応用 

～スープラを使用した臼歯部ステイニング実習～ 

2022年 7月24日(日) 10:00～17:00 

福岡 
●講師：石三 晃一 先生 

（㈱ライズ代表／歯科技工士） 

●会場 ：㈱松風福岡営業所 

●定員 ：6名 

●受講料：歯科クラブ会員25,000円、一般30,000円（消費税込） 

●問合せ：㈱松風営業部ＩDT事業室セミナー係 ℡075-561-1114 
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開催地 
Dental Concept21 西日本支部学術会 

『よりよきインプラント治療をめざして』 
2022年 7月31日(日) 9:30～16:30 

熊本 

●教育講演： 

中村社綱先生（デンタルコセンプト21顧問） 

木津康博先生（デンタルコンセプト21会長） 

稲留裕士先生（デンタルコンセプト21副会長） 

●会員発表： 

 芳本岳先生／小川淳司先生／鎌倉聡先生 

 中山雪詩先生／小谷武司先生 

●会場 ：㈱UKデンタル熊本店 3F UKホール 

●定員 ：100名 

●受講料：歯科医師10,000円、歯科技工士5,000円 

大学関係者3,000円、歯科衛生士・他スタッフ2,000円 

●問合せ：あいおい歯科インプラント矯正クリニック ℡0836-29-0300 

                  E-mail：info@aioi-d.com 

 

開催地 

ジーシー 勤務医様向け期間限定配信セミナー 

～勤務医のうちに知っておきたい～ 

有病高齢者の歯科治療 基本のキ 

2022年 8月 1日(月)～8月31日(水) 

Web 
●講師：松村 香織 先生 

（福岡県八女市：公立八女総合病院勤務） 

●会場 ：YouTube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 

Institute for Clinical Expertise and Evidence in 

Dentistry 

Evening Seminar 2022-2023（第3期） 

1回：8月2日(火)、2回：9月6日(火)、3回：10月4日(火) 

4回：11月8日(火)、5回：12月6日(火)、6回：12月20日(火) 

7回：1月24日(火)、8回：2月21日(火)、9回：3月7日(火) 

10回：3月28日(火)、11回：4月18日(火)、12回：5月9日(火) 

13回：5月30日(火)、14回：6月20日(火)、15回：7月11日(火) 

※時間各回とも20:00～22:30 

Web 

●講師陣：  

小田師巳先生／園山亘先生／塩見信行先生 

牛窪建介先生／大谷恭史先生／飯田真也先生 

神戸良先生／黒瀬尚利先生／松田謙一先生 

松原良太先生 

●会場 ：Zoomオンラインシステム（※見逃し配信あり） 

●受講料：全15回99,000円（消費税込） 

     ※Facebookグループ加入が必須 

●問合せ：合同会社 田村企画 

 E-Mail：odc.iceed@gmail.com 
        Fax050-3730-4596 

 

開催地 

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 

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 

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） 

※これまでの8回コースから9回コースへ拡大！ 

※第1、2、3、4、5、6回目は 

終了いたしました。 

●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 

 

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 

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、6、7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  

 

iCEEDホームページ 
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開催地 熊本歯牙移植研究会 第28回例会 2022年 8月 6日(土) 19:00～21:00（都合により7月から変更） 

熊本 

・ 

Web 

【内容】 

Ⅰ．症例発表：関 喜英 先生（熊本市開業） 

「中等度酸蝕症のあるガミースマイルの 

患者に対して行った包括的歯科治療」 

Ⅱ．基調講演：佐藤 俊一郎 先生（阿蘇市開業） 

「月星先生のセミナー動画で 

移植の基本的な型を学ぼう！」 

●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 
※「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」は10月以降の例会で発表予定です。 

 

開催地 
UKセミナー in 熊本・鹿児島・福岡・長崎・宮崎 

歯科医院経営セミナー & 歯科医院開業セミナー 

2022年 8月 7日(日) 

・歯科医院経営セミナー： 9:30～11:30 

・歯科医院開業セミナー：12:30～15:00 

熊本 

・ 

サテラ

イト 

会場 

●講師：日吉 国宏 先生 

（㈱ディー・ピー・エス） 

●経営セミナー 

「満帆な閉活に向けての安定経営を考える」 

●開業セミナー「多種多様な開業形態を考える」 

●協賛・㈱ジーシー 

●会場 ：㈱UKデンタル熊本店 3F UK ホール 

●サテライト会場：鹿児島店・福岡店・長崎店・宮崎店 

●定員 ：熊本会場15名、サテライト会場各10名 

●受講料：各2,000円（消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル企画部 ℡096-377-2555 

歯科医院の開業および経営コンサルティングを主業務として、個別の開業・経営相談や資金形成のアドバイザーとしてご活躍の㈱ディピ

ーエスの日吉国宏先生による歯科医院経営・開業セミナーです。午前の部に歯科医院経営セミナー、午後の部は歯科医院開業セミナーを

開催いたします。サテライト会場につきましては弊社テレビ会議システムを用いまして受講いただけます。 
 

開催地 

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 

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 

※第1、2、3回目は終了いたしました。 

Web 

●講師陣： 

1回目＝川内大輔先生（㈱Roots代表） 

2回目＝山口英司先生（新外レッツ歯科院長） 

3回目＝松永 久先生（松永歯科医院院長）  

4回目＝東 克章先生（東歯科医院院長） 

5回目＝大場 隆先生 

（熊本大学大学院 

生命科学研究部産科婦人科講座准教授） 

6回目＝西田健朗先生（熊本中央病院内分泌代謝科部長） 

●会場 ：オンライン（Zoom） 

●定員 ：各回50名 

●受講料：DH&DT：全受講36,000円・単発受講6,000円 

     歯科医師：全受講48,000円・単発受講8,000円 

     歯科助手・受付：全受講30,000円・単発受講5,000円 

●問合せ：Merci&Merci Takako Dental  

Hygienist Office 本田貴子 

     ℡090-9651-4504 

Mail：merci.and.merci@gmail.com 

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。 
  

開催地 

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～ 

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） 

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 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 
 

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 

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 

福岡 

●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 
※第1、2、3、4回目は終了いたしました。 

●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 

 

お申込QRコード 
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開催地 
第21回 日本歯科東洋医学会 九州支部講演会 

扶正袪邪～正気を補い邪気を瀉ぐ～ 
2022年 8月21日(日) 9:00～13:00 

Web 

●特別講演「痛みの麻痺の歯科臨床」 

講師：竹田 照正 先生 

●会員発表「人生100年時代 

学び続け脳力・人間力・記憶力アップ」 

 講師：松井 達治 先生 

●基礎講演「基本的な脈診をマスターしよう 

                ～先ずは肺虚症～」 

 講師：小原 浩司 先生 

●会場 ：オンライン配信 

●受講料：歯科医師5,000円、パラデンタルスタッフ1,000円、学生無料 

●申込み：振込の後に下記メールアドレスに送信下さい。 

     メールにはお名前、ご住所、電話番号、お振込金額を記入ください 

●問合せ：日本歯科東洋医学会九州支部事務局 

（くさの歯科医院・草野真理子先生） 

℡0944-53-0488 Fax0944-53-5729 

E-mail：marimari39kusa@yahoo.co.jp 
 

開催地 

モリタ LIVE Webinar エンドの基礎 導入編 

～日常臨床で使える、 

短時間で効果的な歯内療法のポイント～実習付 

2022年 8月28日(日) 10:00～11:30 

Web 

●講師：伊澤 真人 先生 

（医療法人社団躍松会 

高倉歯科クリニック副院長） 

●会場 ：ZoomオンラインWebセミナー 

●受講料：5,940円（実習器材費・消費税込） 

●問合せ：㈱モリタ東京本社セールスプロモション部 

4グループ ℡03-3834-6164 

 

開催地 
第45回 九州デンタルショー 2022 

「白い歯・新たな未来へ一歩」 

2022年 9月 3日(土) 12:00～19:00 

9月 4日(日)  9:00～16:00 

福岡 

●主催：一般社団法人 福岡県歯科医師会 

    福岡県歯科用品商組合 

●協賛：一般社団法人 福岡県歯科技工士会 

    一般社団法人 福岡県歯科衛生士会 

    九州歯科用品商協同組合 

●後援：一般社団法人 日本歯科商工協会  

    日本歯科用品商共同組合連合会 

 

●会場 ：マリンメッセ福岡 A館 

●問合せ：九州デンタルショー事務局 

℡092-283-7005 

     ※開催期間中 ℡092-262-3975 

 

開催地 

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：9月4日(日)、第2回：10月2日(日) 

※時間＝各回9:30～17:00 

福岡 

●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 

●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070-1944-6575   E-mail：fira.jp.mb@gmail.com 
 

開催地 

UKセミナー in 福岡 

歯科医院 新規個人開設セミナー 

～実例で示す経営安泰のポイント～ 

2022年 9月11日(日) 12:55～17:15 

福岡 

●講師：福田 英一 先生 

（税理士法人恒輝 福田税務/労務合同事務所・代表） 

福田 恒久 先生 

（税理士法人恒輝 福田税務/労務合同事務所企画営業室） 

    野口 亨 先生（㈱GLAD代表） 

●プレゼンター： 

溝田 勝基（UKデンタルマーケティング室） 

●会場 ：㈱UKデンタル福岡店 3F UKホール 

●受講料：1,100円（消費税込） 

●問合せ：㈱UKデンタル マーケティング室 ℡092-874-2811 

安定した医院経営を持続可能にする成功メソッドとは？安定した右肩上がりの経営を継続させるために実例を提示し解説いただきます。 

 

開催地 
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 
2022年 9月11日(日) 10:00～13:00 

福岡 

・ 

Web 

●講師：飯田 啓介 先生 

（愛知県名古屋市：メルサ飯田歯科） 

●会場 ：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3,000円 

●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 

会場申込   Web申込 

公式サイトQRコード 
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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！!～模型実習～ 
2021年 9月19日(月／祝) 10:00～16:00 

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） 

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F会議室 

●定員 ：10名 

●受講料：モリタ友の会会員44,000円 

会員スタッフ47,300円 

未入会58,300円（器材代・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 

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 

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 ：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 Rubber Dam Isolation Technique Master Course 2022年 10月30日(日) 9:00～16:00 

福岡 
●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） 

●申込み：右記のQRコードを読み込んでいただき、 

        お申込みフォームからお願いします。 

 

開催地 

第8回 UKデンタルフェア 新時代へ、新たな挑戦！ 

To A New Era！ New Challenge！ 

～歯科医療への感謝を込めて！～ 

2022年 11月26日(土) 13:00～19:00 

11月27日(日)  9:00～17:00 

熊本 

◆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 

何をどう伝えますか？～ 

◆コラボレーション特別講演会：11月27日(日) 

西川 義昌 先生（鹿児島県すみよし歯科顧問） 

崎田 竜仁 先生（鹿児島ミリングセンター代表） 

『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～ 

 

 

 

●出展メーカー：約90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。 

 

開催地 

第18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 

福岡 

●講師：安東 俊夫 先生（福岡県大野城市開業） 

 

※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。 

●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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