
モリタ友の会　会員
　　　　　　   スタッフ
未　 入　 会

65,000円 （税別）

68,000円 （税別）

78,000円 （税別）

（院長が一般会員）

（本人）

　マイクロスコープが歯科治療に使用される様になり肉眼による直視だけでは
不可能だった正確な診療が行えるようになってきました。歯内治療の基礎知識を
再確認し、マイクロスコープを使用した成功率アップに繋がる実習を体験いただき、
今までの診療との違いを実感してください。
　本セミナーでは、通常の診療システムと同様にする為抜去歯あるいはリアル
人工歯を顎模型に植立したマネキンを患者さんに見立てて実習していただきます。
翌日からのマイクロスコープを使用した、ハイレベルな診断・治療が可能となります。

※特に、マイクロスコープ導入前後の先生にお勧めのコースです。
※先生お一人に１台のマイクロスコープをご利用いただけます。

辻本 恭久 先生 
日本大学松戸歯学部
先端歯科治療学講座 教授
日本顕微鏡歯科学会 前会長

1979年 日本大学松戸歯学部卒業
1987年 米国フォーサイスデンタルセンター
　　　   客員研究員（～1989年）
2005年 松本歯科大学保存第二講座　教授（非常勤）（～2007年）
2010年 日本大学松戸歯学部歯内療法学講座　診療教授
2011年 日本顕微鏡歯科学会　会長（～2018年）
2018年 日本大学松戸歯学部先端歯科治療学講座　教授
日本歯科保存学会　保存治療指導医
日本歯内療法学会　歯内療法指導医
日本顕微鏡歯科学会　理事・認定指導医

辻本 恭久 先生 
日本大学松戸歯学部
先端歯科治療学講座 教授
日本顕微鏡歯科学会 前会長

1979年 日本大学松戸歯学部卒業
1987年 米国フォーサイスデンタルセンター
　　　   客員研究員（～1989年）
2005年 松本歯科大学保存第二講座　教授（非常勤）（～2007年）
2010年 日本大学松戸歯学部歯内療法学講座　診療教授
2011年 日本顕微鏡歯科学会　会長（～2018年）
2018年 日本大学松戸歯学部先端歯科治療学講座　教授
日本歯科保存学会　保存治療指導医
日本歯内療法学会　歯内療法指導医
日本顕微鏡歯科学会　理事・認定指導医

辻本 恭久 先生 
日本大学松戸歯学部
先端歯科治療学講座 教授
日本顕微鏡歯科学会 前会長

1979年 日本大学松戸歯学部卒業
1987年 米国フォーサイスデンタルセンター
　　　   客員研究員（～1989年）
2005年 松本歯科大学保存第二講座　教授（非常勤）（～2007年）
2010年 日本大学松戸歯学部歯内療法学講座　診療教授
2011年 日本顕微鏡歯科学会　会長（～2018年）
2018年 日本大学松戸歯学部先端歯科治療学講座　教授
日本歯科保存学会　保存治療指導医
日本歯内療法学会　歯内療法指導医
日本顕微鏡歯科学会　理事・認定指導医

1.マイクロスコープの基本的操作法
2.マイクロスコープを使用した診療システム
3.マイクロスコープ用器具を使用した根管治療
4.Ni-FiファイルとトライオートZX2による根管拡大形成
5.加熱軟化ガッタパーチャ充填法による根管充填
6.マイクロスコープ用器具を使用した根管充填材除去
7.マイクロスコープ用器具による根管内破折器具の除去   他

研修内容

参 加 費

※定員になり次第締め切ります。
※セミナーは開催定員に達しない場合は中止する場合がございますので予めご了承ください。10名定 　 員

歯科医師対　　象

株式会社モリタ 東京本社 5F会 　 場

開催日時 2019年10月20日㈰
2020年 2 月 2 日㈰

10:00～17:00

10:00～17:00

※参加費には昼食代を含みます。

モリタ友の会　会員
　　　　　　   スタッフ
未　 入　 会

50,000円 （税別）

53,000円 （税別）

63,000円 （税別）

（院長が一般会員）

（本人）参 加 費

※定員になり次第締め切ります。
※セミナーは開催定員に達しない場合は中止する場合がございますので予めご了承ください。5名定 　 員

歯科医師対　　象

株式会社モリタ 東京本社 5F会 　 場

開催日時 2019年4月21日㈰ 10:00～17:00

※参加費には昼食代を含みます。

モリタ友の会　会員
　　　　　　   スタッフ
未　 入　 会

40,000円 （税別）

43,000円 （税別）

53,000円 （税別）

（院長が一般会員）

（本人）参 加 費

※定員になり次第締め切ります。
※セミナーは開催定員に達しない場合は中止する場合がございますので予めご了承ください。20名定 　 員

歯科医師対　　象

株式会社モリタ 東京本社 5F会 　 場

開催日時

※参加費には昼食代を含みます。

歯内療法の成功率をアップするセミナー
マイクロスコープで激変!

2019年 6 月 2 日㈰
2020年 1 月19日㈰

10:00～16:30

10:00～16:30

2019年9月19日㈭ 10:00～17:00

伊澤 真人 先生 
高倉歯科マインドクリニック
副院長 
日本大学松戸歯学部　兼任講師 
関東歯内療法学会　理事
日本顕微鏡歯科学会　代議員

伊澤 真人 先生 
高倉歯科マインドクリニック
副院長 
日本大学松戸歯学部　兼任講師 
関東歯内療法学会　理事
日本顕微鏡歯科学会　代議員

〇マイクロの基礎知識・有効性
〇マイクロを活用するための医院・
　診療システムの構築
〇マイクロを使った実際の臨床例

〇マイクロインスツルメントのご紹介
〇視度調整・フォーカスの合わせ方
〇ミラーテクニック
〇根管口明示、根管拡大・形成
〇根管充填

研修内容

研修内容

　マイクロを使いこなせるようになりたい、更に活用していきたいとお考えの先生を対象
としたセミナーです。マイクロスコープの基礎から、短時間で効果的な歯内療法を実習を
交えながら学んでいただきます。

※特に、マイクロスコープ導入前後の先生にお勧めのコースです。
※先生お一人に1台のマイクロスコープをご利用いただけます。

実習 ベーシック向け 1人1台マイクロあり ENDO ENDO

実習 アドバンス向け ENDO

実習 ベーシック向け 1人1台マイクロあり ENDO

〇ニッケルチタンファイルの基礎知識
〇トライオートZX2を使用した診療と操作方法
〇ニッケルチタンファイルによる根管拡大形成
〇マイクロスコープを使用した天蓋除去
〇ソルフィFによる拡大、形成
〇加熱軟化ガッタパーチャ充填法による根管充填

　「歯内療法の成功率をアップするセミナー（ベーシック）」のアドバンスコースです。
ベーシックコースの実習では上顎のアプローチの実習を行いましたが、アドバンス
コースではステップアップとなる下顎のアプローチ再根管治療を講義と実習を通じて、
解説頂きます。

※特に、マイクロスコープ導入後の先生にお勧めのコースです。

Seminar

No.2

　根管治療を効率よく尚且つ正確に行なうためには様々なツールを
活用することが必要といえます。各ツールを確実にご活用頂けるよ
う、本セミナーでは各器材の基礎から活用方法までを実習付で体感
頂けるコースとなっています。さらに根管治療をより正確な診療にす
るマイクロスコープも体感頂ける内容になります。

１つ上を目指す歯内療法セミナー
必須ツールでアプローチ！
実習 ベーシック向け

Seminar

No.4

歯内療法の成功率をアップするセミナー  ＜アドバンス＞
マイクロスコープで激変!Seminar

No.3

モリタ友の会　会員
　　　　　　   スタッフ
未　 入　 会

40,000円 （税別）

43,000円 （税別）

53,000円 （税別）

（院長が一般会員）

（本人）参 加 費

※定員になり次第締め切ります。
※セミナーは開催定員に達しない場合は中止する場合がございますので予めご了承ください。5名定 　 員

歯科医師対　　象

株式会社モリタ 東京本社 5F会 　 場

開催日時

※参加費には昼食代を含みます。

マイクロエンド ベーシックセミナーSeminar

No.5


