
セミナー情報は、開催地区が　東北　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 10月25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 11月11日(日)

輝く歯科衛生士になりたい!              DHｽ

ｷﾙｱｯﾌﾟﾌｪｱ                           Day2:ｼﾝﾌﾟ

ﾙに考えるMIｺﾝｾﾌﾟﾄに基づいた歯周治療

谷垣 裕美子 先生 DH 50名
友の会会員 2160円

会員以外 5400円
山形

GC 11月11日(日)
顎関節症ｾﾐﾅｰ                              ～ｵｸ

ﾙｰｻﾞﾙｽﾌﾟﾘﾝﾄを用いた対応～
佐々木 啓一 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 11月14日(水)
若手歯科医師のための失敗しない

エンドのﾋﾝﾄ
古澤 成博 先生 Dr 40名

友の会会員 10800円

友の会歯科医師会員のｽﾀｯﾌ 14040円

会員以外 21600円

東京

GC 11月15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 11月29日(木)

GCﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌｫｰﾗﾑｸﾘﾆｶﾙ＆ﾏﾃﾘｱﾙ     材

料学講座～充填材料編～                  使

いこなそう!充填材料〈午前〉

GC研究員 Dr 10名 無料 東京

GC 11月29日(木)

GCﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌｫｰﾗﾑｸﾘﾆｶﾙ＆ﾏﾃﾘｱﾙ      材

料学講座～ﾚｼﾞﾝ編～

科学的特性を理解して使いこなす!

〈午後〉

GC研究員 Dr 10名 無料 東京

GC 12月6日(木) 形成ｾﾐﾅｰ(歯肉縁下)前歯＆臼歯ｺｰｽ 行田 克則 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 12月13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

松風 10月21日(日)
      基礎から学ぶｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｰｼｮﾝ

～生体にやさしい治療を目指して～
横田 美保 先生 DH 16名 歯科衛生士 25000円 東京

松風 10月25日(木)
     ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ硬質ﾚｼﾞﾝｺｰｽ

CERAMAGE DUO

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 10月28日(日) ﾌﾟﾛﾋﾞｼﾞｮﾅﾙﾚｽﾄﾚｰｼｮﾝ ﾊﾝｽﾞｵﾝｾﾐﾅｰ 高井 基普 先生 Dr 10名
歯科ｸﾗﾌﾞ会員 40000円

一般45000円
東京

松風 11月4日日)
松風S-WAVEを使用した初めての

CAD/CAMｸﾗｳﾝ製作
坂上 大吾 先生 DT 20名

歯科ｸﾗﾌﾞ会員 10000円

一般15000円
東京

松風 11月8日(木) ﾒﾀﾙｾﾗﾐｯｸｽｺｰｽ VINTAGE MP
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 11月14日(水)
ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｻﾛﾝ

～模型実習･審査診断･症例相談～
笹谷 和伸 先生 Dr 6名

歯科ｸﾗﾌﾞ会員  7000円

一般10000円
東京
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松風 11月15日(木)
歯周組織と歯根形態を理解した上で行う

効果的なSRPとは
細川 陽子先生 DH 16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 11月18日(日)

もう一度見直そう!                            根管

治療の基礎～新しい根管治療の     ｺﾝｾ

ﾌﾟﾄとNiTiﾌｧｲﾙの導入～

細矢 哲康 先生 Dr 16名
歯科ｸﾗﾌﾞ会員  8000円

一般12000円
東京

松風 12月9日 S-WAVE CONGRESS 2018

西山 敦 先生

枝川  智之 先生   二

宮 佑介 先生 　　 小

林 恭之 先生

Dr

DH

DT

10名
歯科ｸﾗﾌﾞ会員 3240円                           一

般7560円
東京

松風 12月9日(日)

一口腔単位での維持安定を求めて

～ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽに基づいたSPT SPIT

ﾒｲﾝﾃﾅﾝｽに必要な手技～

黒川 綾 先生 DH 16名 歯科衛生士 20000円 東京

ﾓﾘﾀ 10月11日(木)
 後輩指導にも役立つ!

ﾘｰﾀﾞｰｽﾀｯﾌ育成ｾﾐﾅｰ
伊藤 純子 先生

DH

DA
15名

友の会本人19440円

友の会ｽﾀｯﾌ22680円

一般 33480円

東京

ﾓﾘﾀ 10月14日(日)
超高齢社会を支える歯科衛生士が

身につけておきたいこと

山田 律子 先生  三

浦 留美 先生

Dr

DH

DA

100名

友の会本人3240円                               友

の会ｽﾀｯﾌ6480円                               一

般17280円

東京

ﾓﾘﾀ 10月14日(日)
必須ﾂｰﾙでｱﾌﾟﾛｰﾁ!                          1つ

上を目指す歯内治療

辻本 恭久 先生  伊

澤 真人 先生
Dr 20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 10月14日(日)
CT導入でもたらされる3つの変化         ～

ここまで使える CT&TrinityCore Pro～
吉嶺 真一郎先生 Dr 10名 3204円 仙台

ﾓﾘﾀ 11月4日(日) SPI World Symposium in Japan Dr Ueli Grunder 他 Dr 300名 10800円(WEB早割 8640円) 東京

ﾓﾘﾀ 11月14日(水) 歯科医院開業ｾﾐﾅｰ ～その道のﾌﾟﾛ～

日本政策金融公庫

国民生活事業

東京支店

群馬銀行  先生

Dr 10名 無料 東京

ﾓﾘﾀ 11月18日(日) より確実な歯内治療をするには 伊澤 真人 先生 Dr 25名

友の会本人15120円

友の会ｽﾀｯﾌ18360円

一般 29160円

郡山

ﾓﾘﾀ 11月23日(金) ｸﾘｱﾌｨﾙ40周年記念講演

田上 順次 先生    田

代 浩史 先生     高

垣 智博 先生    山崎

長郎 先生

Dr 300名

友の会本人6480円                               友

の会ｽﾀｯﾌ6480円                               一

般 9720円

東京

ﾓﾘﾀ 11月23日(金) 女性だからできる開業法

中村 真弓 先生    徳

冨 順子 先生   天川

由美子先生  中井

巳智代先生

Dr 40名 無料
東京

仙台

ﾓﾘﾀ 11月25日(日)

歯科医院成功ﾍのｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ              求

められる予防歯科と                       ﾃﾞﾝﾀﾙ

ﾃﾞﾝﾃｨｽﾄﾘｰ

北道 敏行 先生 Dr 50名 5400円 東京

ﾓﾘﾀ 12月2日(日) 実践しよう!"ｾﾙﾌｹｱ処方" 加藤 正治 先生
Dr

DH
70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 12月2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

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 12月9日(日)

診療効率が大幅にｱｯﾌﾟ!                   最新

の修復ｼｽﾃﾑを用いた                      審美

修復の実際

宮崎 真至 先生 Dr 30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 12月9日(日) あすなろ王国物語2018
佐野 正之 先生

佐野 哲文 先生

Dr

DH

DA

100名

友の会本人8640円                               友

の会ｽﾀｯﾌ11880円                               一

般 22680円

東京

ﾄｸﾔﾏ 10月14日(日) 吸着義歯&ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｵｰﾊﾞｰﾃﾞﾝﾁｬｰ
亀田 行雄 先生   野

澤 康二 先生

Dr

DT
40名

ﾃﾞﾝﾀﾙ倶楽部会員 12000円                  会

員よりご紹介された技工士 8000円

会員以外 22000円

仙台

ﾄｸﾔﾏ 11月4日(日) 食べられるところまで診る総義歯臨床
加藤 武彦 先生   田

中 五郎 先生

Dr

DT

DH

50名

ﾃﾞﾝﾀﾙ倶楽部会員 12000円                  会

員よりご紹介されDH､DT 8000円

会員以外 22000円

東京


