
例年開催しております新年早々のセミナーですが、昨今のコロナ禍の影響により、今回は集合型セミナーの開催を見送らせてい

ただき、代わりに、Web配信によるセミナーを開催いたします。より一層多くの講師の先生方に、歯科治療にかかわる多岐にわた

るテーマでご講演いただきます。複数のチャンネルをご用意いたしましたので、ご興味ある講演をご視聴ください。

この機会にぜひご参加をお待ち申しあげております。

これまで歯科疾患の予防や誤嚥性肺炎の防止策として

推進してきた口腔ケアが、新型コロナウイルス感染症

の重症化予防としての意味を持つようになってきてい

ます。今回、予防歯科について3人の教授をお招きし、

生配信でご講演いただきます。

「取り戻す治療と防ぎ守る治療」をテーマに、生配信でご講演いただきます。

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

TEL.03-3845-2931
（平日 10:00-17:30）
（株）ヨシダ 器材部

セミナー内容についての
お問い合わせ

g-plus@yoshida-dental.co.jp
（株）ヨシダ デジタルマーケティング部 G-PLUS課

G-PLUS会員登録や
セミナー受講方法の
お問い合わせ

お申込みから受講までの流れ

https://www.yoshida-dental.co.jp

ヨシダ

ヨシダホームページや
G-PLUSアプリより
お申込み
※G-PLUSへの会員登録が必要です。

ご登録のアドレスへ
セミナー閲覧用URLが
届きます

開催日時になったら
PCや携帯からセミナー
閲覧用URLにアクセス

※当セミナーを受講するには、Zoomアプリが必要です。
　（PC： ミーティング用Zoomクライアント、モバイル： ZOOM Cloud Meetings）

本セミナーはオンラインセミナー配信サービス「Zoom」を使って行います。

※受講の際はスピーカーではなく、ヘッドセットやイヤホンのご使用をお勧めします。
※通信不具合によりご参加・ご視聴いただけない場合の保証はできかねますので、予めご了承ください。

ヨシダWebセミナー ����
2021年 新春講演会

第��回 ヨシダユーザーミーティング
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LIVE配
信！

最新情報はヨシダホームページにて
随時ご案内いたします！！

ヨシダのホームページよりお申込みください。
スマホからはQRで
簡単アクセス▶

お申込み

https://www.yoshida-dental.co.jpヨシダ

参加費
無料

基調講演

LIVE配
信！

天野 敦雄 教授 小宮山 彌太郎 先生

1月 9日（土）

1月 10日（日）

大阪大学大学院
歯学研究科 予防歯科学 教授

ブローネマルク・オッセオインテグレイション
　・センター 院長
東京都千代田区開業

防ぎ守る:バイオフィルム
管理のバイオロジー

天野 敦雄 教授
大阪大学大学院
歯学研究科 予防歯科学 教授

歯周病予防は ������������������������
（Pg 菌）対策から

変わる、予防歯科の未来
～CAMBRA+α～

唾液の力を
アップするために

有川 量崇 教授
日本大学 松戸歯学部
衛生学 教授

田上 順次 教授
東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科 教授

インプラント療法で上がりか？

特別講演

※配信スケジュールの詳細はヨシダホームページにて随時ご案内いたします。

2021年はWEB配信！
ご自宅や診療室から視聴いただけます。



講師（50音順）

青井 良太 先生 麻生 幸男 先生 天野 敦雄 教授

荒井 昌海 先生 有川 量崇 教授 石井 宏 先生 伊藤 貴彦 先生 稲吉 孝介 先生 上田 秀朗 先生

押村 憲昭 先生 小宮山 彌太郎 先生 坂本 紗有見 先生

佐藤 孝弘 先生 鈴木 仙一 先生 田上 順次 教授 瀧野 裕行 先生 武田 朋子 先生 千葉 豊和 先生

塚田 智子 DH 津川 順一 先生 土屋 和子 DH 寺内 吉継 先生筒井 照子 先生 筒井 祐介 先生

寺西 邦彦 先生 富樫 宏明 先生 中島 航輝 先生 中村 社綱 先生 夏堀 礼二 先生 根津 祟先生

林 揚春 先生林 美穂 先生 平野 大輔 先生 弘岡 秀明 先生 船越 栄次 先生 船登 彰芳 先生

堀内 克啓 先生 前畑 香 先生 松尾 瑠美子 DH

山下 素史 先生山下 恒彦 DT 山田 國晶先生 山田 陽子 先生山口 なつき DH 山﨑 長郎 先生

大石 洋平 先生 小川 洋一 先生上田 愛佳 先生 村岡 秀明 先生 康本 征史 先生松本 勝利 先生

ダウンロードはこちらから。
※アプリのご利用は無料です。データ通信量はお客様のご負担となります。
※すべての端末で動作を保証するものではありません。
※App Store は、Apple Inc. の商標です。
※本アプリは iOS 版ですので、iPhone のみご利用いただけます。
※Android 版は近日公開予定です。

「歯科に従事するすべての方と共に、歯科医療の価値に気づき、学び、成長したい」
そんなヨシダの想いを込めた無料会員グループサービスが「G-PLUS®」（ジープラス）です。
セミナーやコンテンツを通じて、「グループの皆様に様々なプラスの価値」をご提供します。
ぜひこの機会にG-PLUS®へご登録ください。

G-PLUS®
とは

CT・CAD/CAM・レーザー・マイクロスコープ・

予防・ペリオ・エンド・外科・開業など多岐にわたる

テーマでご講演いただきます。

商品もセミナーも もっと便利に情報入手！！
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1月10日（日）
 9:00～9:40 有川 量崇 教授
 9:40～10:20 田上 順次 教授
 10:20～11:00 天野 敦雄 教授

 11:20～11:50 佐藤 孝弘 先生
 12:00～12:30 土屋 和子 歯科衛生士
 12:30～13:00 夏堀 礼二 先生/松尾 瑠美子 歯科衛生士

1ch 特別講演

1月9日（土）
 15:00～16:00 天野 敦雄 教授
 16：10～17:10 小宮山 彌太郎 先生
 17:20～18:00 ディスカッション

1ch 基調講演

 9:30～10:00 上田 秀朗 先生/上田 愛佳 先生
 10:00～10:30 船登 彰芳 先生
 10:30～11:00 寺西 邦彦 先生/山口 なつき 歯科衛生士

 11:00～11:30 上田 秀朗 先生/上田 愛佳 先生
 11:30～12:00 船登 彰芳 先生
 12:00～12:30 寺西 邦彦 先生/山口 なつき 歯科衛生士

2ch
デシタル
マイクロ
スコープ

予防

1月11日（月祝）
 10:00～10:30 千葉 豊和 先生
 10:30～11:00 山下 素史 先生
 11:00～11:30 津川 順一 先生
 11:30～12:00 荒井 昌海 先生＋スタッフ

 12:00～12:30 千葉 豊和 先生
 12:30～13:00 山下 素史 先生
 13:00～13:30 津川 順一 先生
 13:30～14:00 荒井 昌海 先生＋スタッフ

1ch
デシタル
マイクロ
スコープ

 10:00～10:30 青井 良太 先生/塚田 智子 歯科衛生士
 10:30～11:00 坂本 紗有美 先生
 11:00～11:30 武田 朋子 先生
 11:30～12:00 林  美穂 先生

 12:00～12:30 青井 良太 先生/塚田 智子 歯科衛生士
 12:30～13:00 坂本 紗有美 先生
 13:00～13:30 武田 朋子 先生
 13:30～14:00 林  美穂 先生

デシタル
マイクロ
スコープ

2ch

※同チャンネルで、２回配信致します。

※同チャンネルで、２回配信致します。

1月12日（火）
 18:00～18:30 大石 洋平 先生
 18:30～19:00 康本 征史 先生
 19:00～19:30 鈴木 仙一 先生

 19:30～20:00 大石 洋平 先生
 20:00～20:30 康本 征史 先生
 20:30～21:00 鈴木 仙一 先生

1ch マネジメント

 18:00～18:30 稲吉 孝介 先生
 18:30～19:00 押村 憲昭 先生
 19:00～19:30 中島 航輝 先生

 19:30～20:00 稲吉 孝介 先生
 20:00～20:30 押村 憲昭 先生
 20:30～21:00 中島 航輝 先生

2ch マネジメント

※同チャンネルで、２回配信致します。 1月13日（水）
 18:00～18:30 石井 宏 先生
 18:30～19:00 山田 國晶 先生
 19:00～19:30 寺内 吉継 先生

 19:30～20:00 石井 宏 先生
 20:00～20:30 山田 國晶 先生
 20:30～21:00 寺内 吉継 先生

1ch 臨床力アップ
（エンド）

 18:00～18:30 瀧野 裕行 先生
 18:30～19:00 船越 栄次 先生
 19:00～19:30 弘岡 秀明 先生

 19:30～20:00 瀧野 裕行 先生
 20:00～20:30 船越 栄次 先生
 20:30～21:00 弘岡 秀明 先生

2ch 臨床力アップ

※同チャンネルで、２回配信致します。

1月14日（木）

 18:00～18:30 根津 崇 先生
 18:30～19:00 筒井 照子 先生

 19:30～20:00 根津 崇 先生
 20:00～20:30 筒井 照子 先生

1ch 臨床力アップ
（CBCT）

 18:00～18:30 麻生 幸男 先生
 18:30～19:00 山﨑 長郎 先生

 19:30～20:00 麻生 幸男 先生
 20:00～20:30 山﨑 長郎 先生

2ch 予防・審美

※同チャンネルで、２回配信致します。 1月15日（金）
 18:00～18:30 堀内 克啓 先生
 18:30～19:00 林  揚春 先生
 19:00～19:30 中村 社綱 先生

 19:30～20:00 堀内 克啓 先生
 20:00～20:30 林  揚春 先生
 20:30～21:00 中村 社綱 先生

1ch 臨床力アップ
（外科）

 18:00～18:30 村岡 秀明 先生
 18:30～19:00 小川 洋一 先生
 19:00～19:30 松本 勝利 先生

 19:30～20:00 村岡 秀明 先生
 20:00～20:30 小川 洋一 先生
 20:30～21:00 松本 勝利 先生

2ch 臨床力アップ
（補綴）

※同チャンネルで、２回配信致します。

1月16日（土）

1ch

2ch

※同チャンネルで、２回配信致します。

 18:00～18:30 富樫 宏明 先生
 18:30～19:00 筒井 祐介 先生
 19:00～19:30 前畑 香 先生
 19:30～20:00 山下 恒彦 先生

CT
・

CAD/CAM

 18:00～18:30 伊藤 貴彦 先生
 18:30～19:00 山田 陽子 先生
 19:00～19:30 平野 大輔 先生

CT
・

CAD/CAM

 20:00～20:30 富樫 宏明 先生
 20:30～21:00 筒井 祐介 先生
 21:00～21:30 前畑 香 先生
 21:30～22:00 山下 恒彦 先生

CT
・

CAD/CAM

 19:30～20:00 伊藤 貴彦 先生
 20:00～20:30 山田 陽子 先生
 20:30～21:00 平野 大輔 先生

CT
・

CAD/CAM

■お問合せ先：
　g-plus@yoshida-dental.co.jp
　（株）ヨシダ デジタルマーケティング部 G-PLUS 課

＜ご利用時の注意＞
※当セミナーはzoomを使用したセミナーです。
※受講の際はスピーカーではなく、ヘッドセットやイヤホンのご使用をお勧めします。
※通信不具合によりご参加・ご視聴いただけない場合の保証はできかねますので、予めご了承ください。
※本セミナーについては、振り返り配信はございません。予めご了承ください。

第32回 ヨシダユーザーミーティング2021
Webセミナースケジュール


