
セミナー情報は、開催地区が　仙台　東京　に該当する関連を抜粋しております
お申込み状況により　満席にて受付終了の場合がございますので
その際はご了承下さい

主催メーカー 開催日 タイトル 講師 対象 定員 受講料 開催地

GC 7月1日(日) 仙台講演会
 疋田 一洋 先生
高橋 英登 先生

Dr 200名

友の会歯科医師会員 4320円
その他の友の会会員 1080円
友の会会員のｽﾀｯﾌ 2160円

会員以外 12960円

仙台

GC 7月1日(日)
ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ､

小手術のために知っておきたい
解剖学

阿部 伸一 先生 Dr 40名
友の会会員 21600円

友の会歯科医師会員のｽﾀｯﾌ 24840円
会員以外 32400円

東京

GC 7月15日(日)
～より深く審美を追求する～

拡大鏡(ﾙｰﾍﾟ&ﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ)を使った
審美修復ｾﾐﾅｰ

南 昌宏 先生 Dr 12名
友の会会員 54000円

友の会歯科医師会員のｽﾀｯﾌ 57240円
会員以外 64800円

東京

GC 7月18日(水)
はじめてのﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ

～ﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟの有用性と活用方法～
櫻井 善明 先生 Dr 20名

友の会会員 2000円
会員以外 12000円

東京

GC 7月19日(木)
GCﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌｫｰﾗﾑｸﾘﾆｶﾙ ﾏﾃﾘｱﾙ"練り
"を極めよう!

GC研究員 DH 26名 無料 東京

GC 7月29日(日)
悩み解消!ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾃﾞﾝﾁｬｰﾃﾞｻﾞｲﾝ

～知っておきたい臨床知識～
戸田 篤 先生

Dr､
DT

30名
友の会会員 8640円

友の会会員のｽﾀｯﾌ 11880円
会員以外 19440円

東京

GC 9月6日(木)
ﾒﾀﾙﾌﾘｰ審美補綴ｾﾐﾅｰ

～ﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾟｽﾄからｵｰﾙｾﾗﾐｯｸまで～
坪田 有史 先生 Dr 26名

友の会会員 43200円
友の会歯科医師会員のｽﾀｯﾌ 46440円

会員以外 54000円
東京

GC 9月9日(日)
歯科医院成功ﾍのｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ

｢ﾐﾅﾐ歯科ｸﾘﾆｯｸ｣29年の取り組みから
みなさんにお伝えしたいこと

南 清和 先生 Dr 40名
友の会会員 21600円

友の会歯科医師会員のｽﾀｯﾌ 24840円
会員以外 32400円

東京

GC 9月24日(月)
臨床に生きる咬合

～基本から臨床実践ﾍ～
本多 正明 先生
高井 基普 先生

Dr 50名
友の会歯科医師会員  19440円
友の会会員のｽﾀｯﾌ 22680円

会員以外 30240円
東京

GC 9月26日(水)
はじめてのﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ

～ﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟの有用性と活用方法～
櫻井 善明 先生 Dr 12名

友の会会員 2000円
会員以外 12000円

東京

GC 9月30日(日)
阿部二郎の総義歯治療

:みんなが知りたい吸着･難症例への
対応

阿部 二郎 先生 Dr 40名
友の会歯科医師会員  21600円
友の会会員のｽﾀｯﾌ 24840円

会員以外 32400円
東京

松風 7月1日(日)    生物学的ｺﾝｾﾌﾟﾄに基づく歯内治療 湯本 真幸 先生 Dr 10名
歯科ｸﾗﾌﾞ会員 40000円

一般50000円
仙台

松風 7月5日(木)
硬質ﾚｼﾞﾝ前装冠ｺｰｽ

SOLIDEX HARDDURA
松風 東京支店

歯科技工士
DT 8名

歯科ｸﾗﾌﾞ会員 10000円
一般15000円

東京

松風 7月8日(日)
透明根管模型を使用した

体験実習付ｾﾐﾅｰ
｢歯内療法を成功に導く根管形成｣

林 洋介 先生 Dr 30名
歯科ｸﾗﾌﾞ会員 8000円

一般12000円
東京

松風
7月21日(土)
7月22日(日)

超高齢社会での無歯顎ﾍの対応
ｵｰﾗﾙﾌﾚｲﾙを予防するために

-食の自立を支援する総義歯製作法-
田中 五郎  先生

Dr､
DT

30名
歯科ｸﾗﾌﾞ会員 38000円

歯科ｸﾗﾌﾞ会員のｽﾀｯﾌ 38000円
一般48000円

東京

松風
8月25日(土)
8月26日(日)

ﾊﾟｰｼｬﾙﾃﾞﾝﾁｬｰ成功のHOW TO! 松本 勝利 先生
Dr､
DT

30名
歯科ｸﾗﾌﾞ会員 38000円

歯科ｸﾗﾌﾞ会員のｽﾀｯﾌ 38000円
一般48000円

東京
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松風 9月6日(木)
症例からはじめるｱﾝｶｰｽｸﾘｭｰを

用いた限局矯正(LOT)
実習ｾﾐﾅｰ入門編

保田 好隆 先生 Dr 24名 27000円 東京

松風 9月9日(日)    生物学的ｺﾝｾﾌﾟﾄに基づく歯内治療 高橋 宏征 先生 Dr 10名
歯科ｸﾗﾌﾞ会員 40000円

一般50000円
東京

ﾓﾘﾀ 7月1日(日)
ｶﾀﾅｼﾞﾙｺﾆｱを用いた

ﾌﾙｼﾞﾙｺﾆｱｽﾃｲﾆﾝｸﾞﾃｸﾆｯｸ
冨田 佳照 先生 DT 10名

友の会本人38880円
友の会ｽﾀｯﾌ42120円

一般 52920円
東京

ﾓﾘﾀ 7月8日(日)

CAD/CAMｸﾗｳﾝ入門
ﾁｪｱｻｲﾄﾞで実践したいﾃｸﾆｯｸ保険
CAD/CAM冠〈大臼歯･小臼歯〉

～ﾏﾙﾁﾚｲﾔｰﾄﾞｼﾞﾙｺﾆｱ

加藤 正治 先生 Dr,DT 40名
友の会本人8640円

友の会ｽﾀｯﾌ11880円
一般 22680円

東京

ﾓﾘﾀ 7月8日(日)

術中･術後のﾄﾗﾌﾞﾙを回避する
ためにすべきこと

～短期･長期的に安定したｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ
治療を目指して～

古賀 剛人 先生 Dr 20名

友の会本人9720円
友の会ｽﾀｯﾌ12960円

一般 23760円
SPIﾕｰｻﾞｰ9270円

東京

ﾓﾘﾀ 7月26日(木)
１日で身につく接遇ﾏﾅｰ基本講座

～患者さん接遇対応のﾌﾟﾛを目指して
～

西村 信代 先生
DH,D

A
24名

友の会本人16200円
友の会ｽﾀｯﾌ19440円

一般 30240円
東京

ﾓﾘﾀ 7月29日(日)

生涯､
歯を守るための幼若永久歯への対応
～むし歯が減った今､見えてきたもの

～

新谷 誠康 先生 Dr 100名
友の会本人8640円

友の会ｽﾀｯﾌ11880円
一般 22680円

東京

ﾓﾘﾀ 8月9日(木)
その道のﾌﾟﾛ

【ﾌﾟﾛが教える!物件･内装･看板
ﾃﾞｻﾞｲﾝの極意】

上野 一宏 先生 Dr 10名 無料 東京

ﾓﾘﾀ 9月9日(日)日

Frame Cut Back ﾄﾚｰによる
下顎吸着総義歯の臨床

総義歯3つのｴｯｾﾝｽ～美しくて機能的
な総義歯をﾏｽﾀｰする～

齋藤 善広 先生
須藤 哲也 先生
三宅 宏之 先生

Dr､
DT

18名
友の会本人64800円
友の会ｽﾀｯﾌ68040円

一般 78840円
東京

ﾓﾘﾀ 9月9日(日)
歯科臨床が変わるｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝと

ﾐﾗｰﾃｸﾆｯｸのﾁｶﾗ実践!臨床技術向上
ｾﾐﾅｰ

中舘 憲治 先生
麻生 昌秀 先生

Dr 10名
友の会本人43200円
友の会ｽﾀｯﾌ46440円

一般 57240円
東京

ﾓﾘﾀ 9月13日(木)
【実習付き!】TBIｾﾐﾅｰ

～”みる”を極めて臨床力を上げよう!
～

石原 美樹 先生 DH 40名
友の会本人16200円
友の会ｽﾀｯﾌ19440円

一般 30240円
東京

ﾓﾘﾀ 9月23日(日)
pdﾏｲｸﾛｽﾓｰﾌﾟ健診ｼｽﾃﾑ習得ｺｰｽ

2Daysｺｰｽ～ﾐﾗｰﾃｸﾆｯｸとｱｼｳﾀﾝﾄとの
連携を学ぼう～

麻生 昌秀 先生
磯崎 裕騎 先生
谷口 敏雄 先生

Dr 10名
友の会本人172800円
友の会ｽﾀｯﾌ176040円

一般 186840円
東京

ﾓﾘﾀ 9月27日(木)
AAAを用いた初心者対象のﾒﾀﾎﾞﾝﾄﾞ

製作ｾﾐﾅｰ
相澤 昭男 先生 DT 10名

友の会本人16200円
友の会ｽﾀｯﾌ19440円

一般 30240円
東京

ﾄｸﾔﾏ 9月2日(日)
MIｺﾝｾﾌﾟﾄに基づいた保存修復治療
～ﾌﾛｱﾌﾞﾙﾚｼﾞﾝを臨床応用する為の

基本ﾃｸﾆｯｸ～
脇 宗弘 先生 Dr,DT 50名

ﾃﾞﾝﾀﾙ倶楽部会員 10000円
会員よりご紹介された技工士 7000円

会員以外 20000円
東京


