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Sanami

セミナー のご案 内

〜お口の健康と素敵な笑顔作りのお手伝い〜

3月11日㊏・12日㊐

日時

14：00〜19：00

9：00〜16：00

詳細はWEBで
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会場

金沢流通会館
金沢市問屋町2-61 TEL 076-237-0514［当日のみ 会場直通］

検索

佐波

特別
講演

〜エクスペリエンスに基づいた臨床の勘所〜

ま

日々の臨床を行うにあたり、高度な歯科治療を求められることも

つ

多々ありますが、施術に必ず含まれる基本術式が治療の成否を決
定するといっても過言ではないでしょう。

も
と

今回は、基本的かつ実践的な臨床手技をお話させて頂こうと思っ
ております。
保存修復、歯冠補綴、有床義歯補綴のコツだけでなく、外科処置

つ

フのコミュニケーション、臨床結果を引き出す「お役立ち技術＆
グッズ」などなど日常臨床のよりニッチな部分へもフォーカス
と思います。

●対象／歯科医師

明海大学 歯学部 卒業（12期）

1989年9月

医療法人 慈愛恵真会
あらかい歯科医院
（福島県 南会津町）
開業

1998年

GLOBAL DENTAL SYSTEM

2006年

dTiワールドメンバー

2006年〜

日本顎咬合学会 認定医

代表

本セミナーは、受講のお申込みが多数となる事が予想されますので、
1医院様・1名の同伴者のみとさせて頂きます。
※尚、お申込みのお客様には、後日受講票をお渡しいたします。
（当日、必ずご持参下さい）

2008年4月〜 明海大学 歯学部
生涯研修担当講師
2011年4月〜

顎口腔機能修復科学講座
有床義歯補綴学分野非常勤講師

● 受 講 申 込 書 ●
住

所

（フリガナ）

勤務先名
●受講者名とセミナーの番号をご記入ください。
（裏面もご利用下さい）

日本顎咬合学会 学術委員

2013年４月〜 神奈川歯科大学

何卒、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

（フリガナ）

先生

●会場／4Fセミナー会場

1987年3月

し

●ご略歴

●日時／3月12日（日）13：00〜15：00
●定員／90名

と

し、多岐にわたって時間の許す限りまた、最大限にお伝えしたい

あらかい歯科医院

か

時お役立ちの情報や、インプラントオーバーデンチャー、スタッ

医療法人 慈愛恵真会

松本 勝利

「臨床のお宝箱」

（株）佐 波

●お申込み・お問い合わせ

金沢市尾張町2丁目9番5号
http://www.sanami-dental.co.jp/
TEL.076-232-3733 FAX.076-222-0929

弊社営業担当にお渡しいただくか、弊社にFAXにて直接お申し込み下さい。定員になり次第締めきらせていただきます。取得した個人情報は厳重に管理し、あらかじめご本人の同意を得ることなく第三者に提供することはいたしません。
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●ご略歴
1998年
2002年
2003年
2004年
2007年
2009年
2014年

●所属学会
日本歯科補綴学会
日本スポーツ歯科医学会

●講師

濵田 真理子
氏

有限会社エイチ・エムズコレクション

代表取締役
歯科衛生士
コンサルタント

弊社が歯科医療接遇の訪問型研修をスタートし
た2004年頃は、ディズニーランドの学びやホテ
ルオークラなどの一流のサービスが注目されて
いました。その頃から、随分、歯科医療分野で働
くスタッフの接遇はレベルがあがってきているこ
とは確実です。しかし、自分が利用者の立場で考
えたらどうでしょう？
美容院・内科・飲食店…接遇のレベルがほどほ
どの評価だとすれば…
どんなに中身が良くても、患者さんの評価は 普通 でしかありません。学校や職場と違
い、歯科医院のように時々しか会わない私たちの仕事は、日々の患者さんとの関わりが
医療機関への評価に大きな影響を与えてしまいます。
例）歯科治療には通っているけれど…
A:治療を終えたらもう来ない
B:何かトラブルがあった時には来たいと思う
C:トラブルがないうちから、ここに通い続けよう
評価は雲泥の差を生みます。今回は短い時間ではありますが、患者さんは私たちとの関
わりの中でいつ、何を、どんなふうに評価しているのか？を、患者満足度調査をもとにご
紹介していきます。

●日時／3月12日（日） 10：00〜11：30
●定員／80名

●対象／歯科衛生士・歯科助手

11：00〜12：00

●定員／30名 ●会場／2Fセミナー会場 ●対象／歯科医師
●講師／ULTRADENTJAPAN株式会社 近藤 潤一 氏
デンツプライシロナ株式会社 西田 雅仁 氏

〜本当に切れるキュレットをお持ちですか？〜

今の衛生士学校カリキュラムでは、基礎の全てを学びきる事は難しいで
す。理想は、勤務先においても日々訓練をすることですが、現実は多く
の事をこなす勤務の中、時間を確保する事は
難しいでしょう。これでは折角得た技術も鈍
実習有
ってしまうというものです。そこで、スケー
リングにおける最も初歩となるシャープニン
グを復習してもらい、実習を通じて体感、経
験をしてもらう事で、翌日の勤務から切れる
インスツルメントを持って臨んで頂く、そん
なセミナーです。

●日時／3月11日（土）

17：00〜18：00

●定員／30名 ●会場／2Fセミナー会場 ●対象／歯科衛生士
●講師／株式会社YDMデンタル事業部 佐野 秀一 氏

6

エアフローマスターピエゾンを使った快適メインテナンス

〜EMS社考案のGBTガイデットバイオフィルムセラピーに沿って〜

歯周治療では可能な限りの健全歯周組織を保全
し、原因であるバイオフィルムと歯石を除去し、
その後のホームケアの確立と医院における定期
的なメインテナンスの確立が重要です。そしてこ
れはインプラント植立治療後においても同様で
す。
天然歯とインプラントが混在する口腔内のメイン
テナンスにおいても患者の通院動機の向上と継
続は必須で、そのために開発されたエアフローマ ・広島大学歯学部附属
歯科衛生士学校卒業
スターピエゾンを使用した短時間、低侵襲で快適
・広島市内歯科医院勤務
なエビデンスに基いた方法、GBT（ガイデットバ
・EMS JAPAN入社
イオフィルムセラピー）をご紹介します。

●講師

●日時／3月12日（日）

実習有

SRP成功の鍵はシャープニング

氏

根管充填の成功には、充填前の根管をどのように仕
上げるかが重要です。
エンドの考え方は様々ですが、拡大から充填までの
プロトコルの一例をハンズオンを介しご紹介させて
いただきます。
是非最新のエンドシステムをご体感ください。

●定員／60名 ●会場／2Fセミナー会場
●対象／歯科医師・歯科技工士

EMS JAPAN 歯科衛生士

ハンズオンセミナー エンドマスターへの道

4

●日時／3月12日（日）
13：30〜14：30

加藤 あゆみ

5

●会場／2Fセミナー会場

日本口腔インプラント学会
日本歯科技工学会

●関連書籍
・いびき・睡眠時無呼吸防止装置
サイレンサー製作マニュアル 改訂版（永末書店）
・マウスガードだけじゃない!成形器利用マニュアル
− マウスガードからインプラント治療用ガイド・ホワイトニング用トレー −
・顎関節症用スプリント・矯正用装置まで（クインテッセンス出版）
・私のお薦めオーラルアプライアンス（永末書店）
・磁性アタッチメントのDos! & Don'ts!（クインテッセンス出版）

伝わる！心に寄り添い愛される医院接遇

先生

行岡医学技術専門学校
大阪大学歯学部附属病院歯科技工研修
ERKODENT社オフィシャルインストラクター
Matsuda Oral Appliance 開業
日本スポーツ歯科医学会認定MGテクニカルインストラクター
日本口腔インプラント学会 インプラント専門歯科技工士
Ivoclar Vivadent BPSテクニカルインストラクター

代表
Matsuda Oral Appliance

即実践！もう困らない研磨術

口腔内で補綴物を長期的に安定させる要素は多くあ
りますが、補綴物の表面性状の質を向上させる「切
削・研磨」もその一つです。昨今、数多くの材料が臨
床で利用できるようになってきましたが、それぞれ
の材料の特性に応じた切削方法や研磨方法の選択
が必要である事が、まだ周知されていないように感
じます。それが理由に、
「なかなか光らないのはな
ぜ？」
「どのような研磨方法か分からない」と感じて
おられる方も多いのではないでしょうか。今回は、
TEK、金属冠、コバルトクロム、レジン床、ポーセレ
ン、
マウスガード、またジルコニアなど、デモンストレ
ーションを織り交ぜながら、適切な材料と術式を説
明します。歯科医師、歯科技工士はもちろん、歯科
衛生士や歯科助手の方にも見ていただく事で、即臨
床で実践していただけると思います。

3

松田 信介

2

●日時／3月12日（日） 13：00〜14：00
●定員／60名

●会場／2Fセミナー会場

●対象／歯科衛生士

●受講者名とセミナーの番号をご記入ください。
受講者名

セミナー番号

受講者名

セミナー番号

弊社営業担当にお渡しいただくか、弊社にFAXにて直接お申し込み下さい。定員になり次第締めきらせていただきます。
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