
基本８ヵ月コース 2018（第 46・47・48 期）

自信と誇りをもって歯科治療が行える基準がここにあります

講師:浅野 栄一朗
伊達デンタルクリニック

講師:渡辺 正宣
旭ヶ丘歯科クリニック

講師:大林 勢津子
茶畑歯科医院

講師:中村 佐和子
中村歯科医院

講師:秋山 公男
歯成会

講師:吉澤 和之
オーリアラ

講師:山口 芳正
フェスタデンタルテクノロジー

講師:小野寺 保夫
日本臨床歯科補綴研究所

講師:森野　隆
モリノ歯科技工所

講師:白石 大典
湘南セラミック

講師:木村 義明
エステティック・アート・デザイン

講師:大藪 広司
アルファ・デンタル・アート

講師:松尾　寛
エムズ・トライデント

講師:崎田 竜仁
鹿児島ミリングセンター

講師:橘田　修
ケイワークス

講師:南郷谷 亨
ナンゴウヤ・デンタル・ラボラトリー

講師:有田 真由美
フィールデンタルラボラトリー

講師:蛭崎 寿之
鹿児島ミリングセンター

講師:小北 一成
小北歯科

講師:宮本 績輔
宮本歯科医院

講師:八子 誠一郎
八子歯科医院

講師:松島 正和
神田歯科医院

講師:佐藤 利英
日本歯科大学新潟生命歯学部

講師:松本　徹
阪東歯科クリニック

講師:服部 典子
棚倉中央歯科医院

講師:三浦 康伸
三浦歯科医院

講師:田中 希代子
たなか歯科医院

講師:兒玉 敏郎
こだま歯科医院

講師:海老原 寛子
伊達デンタルクリニック

講師:浅沼 直樹
日本歯科大学新潟生命歯学部

講師:早川 順満
青葉台歯科診療所

講師:小出 未来
日本歯科大学新潟生命歯学部

講師:小山 浩一郎
おやま歯科中通診療所

講師:神田　亨
かんだ歯科

講師:土肥 博幸
どひ歯科クリニック

講師:村岡 卓也
むらおか歯科医院

講師:西川　新
あらた歯科クリニック

講師:千葉 夏未
旭ヶ丘歯科クリニック

講師:星　久雄
星デンタルラボラトリー

講師:上林　健
ナチュラルセラミック

■研修内容：日本臨床歯科補綴学会の基調講演が毎回含まれています．

1.顎機能の診査・診断-Ⅰ（咬合，筋） 6.総義歯臨床のための診査・診断

7.パーシャルデンチャーの的確な設計システム

8.リジッドサポートの有効性と設定基準

2.顎機能の診査・診断-Ⅱ（顎関節）

3.顎関節症の治療，顎位の決定基準

4.顎機能に調和した補綴物の製作

5.咬合構成の基準とリンガライズドオクルージョンの実際

東京：4/7・8  大阪：4/14・15
 福岡：4/21・22

東京：4/29・30 大阪：5/12・13
 福岡：5/26・27

東京：6/2・3 大阪：6/30・7/1
 福岡：7/7・8

東京：7/21・22 大阪：7/14・15
 福岡：7/28・29

東京：8/4・5 大阪：
福岡：

9/1・2

東京：9/16・17 大阪：
9/23・24福岡：
9/29・30

東京：10/7・8 大阪：10/13・14
 福岡：10/27・28

東京：11/10・11 大阪：11/17・18
 福岡：12/8・9

https://www.jcpds.jp

（含消費税8%）受講料

受講料：108,000円 (税込)
受講料：   54,000円(税込)

歯科衛生士の方が単独で受講する場合
歯科医師と一緒に受講する場合
ただし、勤務先の歯科医師が既に「基本８ヵ月コース」を受講されている場合も可

756,000円 432,000円
108,000円

(54,000円)※
248,400円

216,000円

486,000円

324,000円

■会場：東京会場（東京都大田区大森北）新東京歯科技工士学校
　　　　大阪会場（大阪市淀川区東三国）新大阪歯科技工士専門学校
　　　　福岡会場 (福岡市博多区博多駅前）リファレンス大博多ビル貸会議室11F

各回ともに、１日目13:00-19:00、２日目9:30-16:00　ただし福岡会場のみ２日目9:00-15:30
会場の振替も可能ですので、事前に事務局までご連絡下さい。日程・会場は変更となる場合があります。

 ： 援 後 クルツァー・ジャパン㈱、新大阪歯科技工士専門学校、新東京歯科技工士学校、鹿児島ミリングセンター、日本臨床歯科補綴学会(JCPDS)
日本臨床歯科補綴研修会事務局 mail : o.yasuo@ozzio.jp 担当：小野寺TEL：０９０－４５６０－３３２２ FAX：０３－３６４３－７５７３

日本臨床歯科補綴研修会

日本臨床歯科補綴研修会『基本8ヶ月コース』講師

　基本８ヶ月コースは小出馨教授らが講師をつとめ、毎年多くの方々の参加を得て今年で２７年目を迎えました。アンダーグ
ラジュエート教育では教わることがなく、補綴をはじめとする歯科治療を的確に行っていくうえで、認識していかなければな
らない重要事項を厳選してお伝えします。明日からでも臨床の現場で生かせるように、毎回実習を含めて、歯科医師、歯科技
工士、歯科衛生士が共に楽しく学んでいます。翌年以降の再受講も可能です。
　2018年度も、この基本８ヶ月コースをはじめとして多くのコースが開催されます。どなたも奮ってご参加下さい。

主任講師 小出  馨：

8/25・26

リンガライズドオクルージョン排列模型



(株)日本臨床歯科研究会

福  岡

¥756,000-

¥486,000-

¥324,000-

¥432,000-

¥248,400-

¥216,000-

（税込） （税込） （税込）（税込）

356
232

¥108,000-
¥21,600-

(¥54,000-)

108,000円 （税込）
  54,000円 （税込）

※  会場は変更になる場合があります．

日本臨床歯科補綴
研 修 会 事 務 局 TEL：０９０－４５６０－３３２２ FAX：０３－３６４３－７５７３

●  東  京  会  場 〒143-0016 東京都大田区大森北１－１８－２

〒135-0042 東京都江東区木場３－４－１７

：  新東京歯科技工士学校
●  大  阪  会  場 〒532-0002 大阪市淀川区東三国６－１－１３：  新大阪歯科技工士専門学校
●  福  岡  会  場 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前２－２０－１：   リファレンス大博多ビル貸会議室11F

インターネットからのお申込みも可能です。
https://jcpds.jp/basic_order/

顆頭運動経路描記装置（SCMレコーダー）

顆頭運動経路描記装置（SCMレコーダー）

プロソマチックゴシックアーチトレーサー

プロソマチックゴシックアーチトレーサー

プロソマチックゴシックアーチトレーサー

プロソマチックゴシックアーチトレーサー

実習用無歯顎模型

実習用無歯顎模型

リンガライズドオクルージョン排列模型

リンガライズドオクルージョン排列模型

リンガライズドオクルージョン排列模型

リンガライズドオクルージョン排列模型

実習用パーシャルデンチャー設計模型

実習用パーシャルデンチャー設計模型

実習用パーシャルデンチャー設計模型

実習用パーシャルデンチャー設計模型

人工歯（上下前歯・臼歯）

人工歯（上下前歯・臼歯）

人工歯（上下前歯・臼歯）

追加資料追加資料
その他実習用材料・２日目の昼食

人工歯（上下前歯・臼歯）
追加資料
その他実習用材料・２日目の昼食

追加資料

その他実習用材料・２日目の昼食

その他実習用材料・２日目の昼食

追加資料
その他実習用材料・２日目の昼食

追加資料
その他実習用材料・２日目の昼食

２０１８年度  日本臨床歯科補綴研修会

1.  お申し込み方法

担当：小野寺

3.  受 講 料

4.  お支払方法

5.  振込み先

2.  会　場  〔ご都合に合わせて会場の振替え受講が可能です。〕

２０１８年度  日本臨床歯科補綴研修会  基本８ヶ月コース  受講申込書

※ 申込の確認は『メール』または『FAX』で配信致しますので、恐縮ですがすべての項目に正確にご記入下さい。


