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27001 PERIOSTHETICS
医療法人誉会山口歯科医
院 山口文誉 27026 歯周治療臨床実践3カ月ｺｰｽ

東京Bコース
有限会社エルバ　AFD 岡本浩 27051 ニコライ堂歯周治療研修会

ニコライ堂歯周治療研
修会

和泉雄一

27002 東京歯科大学歯周病研究会
東京歯科大学歯周病学講
座 齋藤淳 27027 歯周治療臨床実践3カ月ｺｰｽ

東京Cコース
有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27003 表参道ペリオ・インプラント
研究会

表参道ペリオ・インプ
ラント研究会 小林博 27028 SDAベーシックコース(4/4) 有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27004 志田塾歯周勉強会
医療法人志田会志田歯
科医院 志田哲也 27029 SDAベーシックコース(7/11) 有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27005
明海大学・朝日大学歯学部生涯研修
部研修会「クリニカルステップアッ
プセミナー（歯周）」

明海大学・朝日大学歯学
部生涯研修部 申基喆 27030 SDAベーシックコース(10/24) 有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27006
明海大学・朝日大学歯学部生涯研修
部研修会「歯周治療の診査・診断と
治療計画(歯周治療Ⅰ)」

明海大学・朝日大学歯学
部生涯研修部 申基喆 27031 SDAベーシックコース(11/28) 有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27007
明海大学・朝日大学歯学部生涯研修
部研修会「歯周基本治療(歯周治療
Ⅱ)」

明海大学・朝日大学歯学
部生涯研修部 申基喆 27032 SDAアドバンストコース(4/5) 有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27008
明海大学・朝日大学歯学部生涯研修
部研修会「歯周外科処置の基本(歯周
治療Ⅲ)」

明海大学・朝日大学歯学
部生涯研修部 申基喆 27033 SDAアドバンストコース(7/12) 有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27009
明海大学・朝日大学歯学部生涯研修
部研修会「オープンフラップキュ
レッタージ(歯周治療Ⅳ)」

明海大学・朝日大学歯学
部生涯研修部 申基喆 27034 SDAアドバンストコース

(10/25)
有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27010
明海大学・朝日大学歯学部生涯研修
部研修会「ペリオとインプラントの
ためのスーチャリングテクニック」

明海大学・朝日大学サテ
ライトキャンパス 申基喆 27035 SDAアドバンストコース

(11/29)
有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27011
明海大学・朝日大学歯学部生涯研修
部研修会「ペリオとインプラントの
ためのﾊｰﾄﾞﾃｨｯｼｭﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ」

明海大学・朝日大学サテ
ライトキャンパス 申基喆 27036 SDAインプラントケアコース 有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27012
明海大学・朝日大学歯学部生涯研修部研
修会「ペリオドンタル＆ペリインプラン
ト・プラスティックサージェリー(ライ
ブオペコース)」

明海大学・朝日大学サテ
ライトキャンパス 申基喆 27037 シンプル歯周治療セミナー

東京コース(4/25・26)
有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27013
明海大学・朝日大学歯学部生涯研修部研
修会「アドバンスド・ペリオドンタル・
フラップサージェリ－(ライブオペコー
ス)」

明海大学・朝日大学サテ
ライトキャンパス 申基喆 27038 シンプル歯周治療セミナー

東京コース(11/7・8)
有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27014 KIS Study Group定期例会 KIS Study Group 河野隆幸 27039 シンプル歯周治療セミナー
神戸コース

有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27015 薫風会臨床セミナー
徳島大学歯学部歯科保存
学(2)同門会 永田俊彦 27040 シンプル歯周治療セミナー

青森コース
有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27016 平成２７年度歯周治療研修会 恵比寿歯周病研究会 関野愉 27041 プラークコントロールセミ
ナー　理論コース

有限会社エルバ　AFD 岡本浩

27017 新潟歯周臨床研究会 新潟歯周臨床研究会 大森みさき 27042
明海大学・朝日大学歯学部生涯研修
部研修会「インプラント時代におけ
るピュア・ペリオ」

明海大学・朝日大学歯
学部生涯研修部 申基喆

27018 ペリオフォーラム ペリオフォーラム 鈴木基之 27043 日本臨床歯周病学会東北支部
例会

日本臨床歯周病学会 江澤庸博

27019
広島大学大学院医歯薬保健学
研究院歯周病態学研究室・同
門会臨床懇談会

広島大学大学院医歯薬
保健学研究院歯周病態
学研究室同門会

栗原英見 27044 平成27年度春季日本臨床歯周
病学会北海道支部研修会

日本臨床歯周病学会北海
道支部 加藤義弘

27020 歯周病治療研修会
福岡歯科大学保存第2同
門会 原賀義昭 27045 第9回北海道歯周病合同研修会

日本臨床歯周病学会北海
道支部 加藤義弘

27021 第66回～第71回岡山歯周病研
究会

岡山歯周病研究会 千原敏裕 27046 関東9大学・日本臨床歯周病学
会関東支部合同研修会

日本臨床歯周病学会関東
支部 若林健史

27022 水道橋歯周病研修会 水道橋歯周病研修会 片山明彦 27047 第71回日本臨床歯周病学会関
東支部教育研修会

日本臨床歯周病学会関東
支部 若林健史

27023 5-D Japan Follow-up Study
Tokyo

FST 片山明彦 27048 第72回日本臨床歯周病学会関
東支部教育研修会

日本臨床歯周病学会関東
支部 若林健史

27024 日本医科大学歯学会
日本医科大学千葉北総
病院歯科 鴨井久博 27049 横浜Ｋ・Ｄ・Ｃ研修会 横浜Ｋ・Ｄ・Ｃ研修会 日下部善胤

27025 鴨門会
日本歯科大学歯周病学教
室OB・OG 鴨井久一 27050 お茶の水歯周病研究会・歯周

研修会
東京医科歯科大学お茶の
水歯周病研究会 和泉雄一
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日本歯周病学会 平成27年度第2期　専門医更新単位「専門医委員会が認めた研修会」申請一覧

登録番号 研修会名称 主催者名 申 請 者 登録番号 研修会名称 主催者名 申 請 者

27052 ISCT研修会
医療法人社団 歯周会 西堀
歯科医院 西堀雅一 27071

群馬歯周治療研究会　定例
会

群馬歯周治療研究会 保坂均

27053 ﾍﾟﾘｵﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞｺｰｽ ＰＩＯ国際歯科センター 飯田正人 27072
エムドゲインRゲル実践セ
ミナー

群馬歯周治療研究会 保坂均

27054 第7回JSDEIセミナー
一般財団法人 ｻﾝｽﾀｰ財団/
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学医学部附属ｼﾞｮ
ｽﾘﾝ糖尿病ｾﾝﾀｰ

和泉雄一 27073 JIPI研修会
Japanese Institute of
Periodontology ＆
Implantology

牧草一人

27055 北九州歯学研究会 北九州歯学研究会 中野宏俊 27074 YDAペリオ研修会
横田デンタルアカデミー
（YDA) 横田誠

27056 横浜鶴見歯周病研究会 横浜鶴見歯周病研究会 五味一博 27075
日本臨床歯周病学会　第33
回年次大会

特定非営利活動法人
日本臨床歯周病学会 江澤庸博

27057 船越歯周病学研修会 船越歯周病学研修会 船越栄次 27076
日本臨床歯周病学会関西支
部・大学合同研修会

日本臨床歯周病学会関西支
部 信藤孝博

27058 第40回北海道歯周病研究会
北海道大学歯学部第二保存
同門会 川浪雅光 27077

平成27年度 日本臨床歯周
病学会中部支部教育研修会

日本臨床歯周病学会中部支
部 松原成年

27059
実践歯周治療実習ｾﾐﾅｰ2日
間ｺｰｽ 歯周外科から歯周形
成外科手術まで

株式会社モリタ 児玉利朗 27078
日本臨床歯周病学会中部三大
学歯周病科・日本臨床歯周病
学会中部支部合同研究会

日本臨床歯周病学会中部支
部 松原成年

27060
ティッシュマネジメント成
功のためのスキルアップセ
ミナー

株式会社モリタ 児玉利朗 27079
関東9大学・日本臨床歯周
病学会関東支部合同研修会

日本臨床歯周病学会関東支
部 若林健史

27061
シンプル歯周治療セミナー
in熊本

東歯科医院 東克章 27080
平成27年度 第2回支部教育
研修会

臨床歯周病学会九州支部 水上哲也

27062
シンプル歯周治療セミナー
in熊本

東歯科医院 東克章 27081 長崎歯周病学講演会
長崎大学歯科保存学第二講
座同門会 原宜興

27063
シンプル歯周治療セミナー
in熊本

東歯科医院 東克章 27082 金子臨床歯科セミナー
医療法人創志会
金子歯科医院 金子至

27064
シンプル歯周治療セミナー
in熊本

東歯科医院 東克章 27083
岡山大学歯学部歯科保存学
第二講座同門会臨床研修会

岡山大学歯学部歯科保存学
第二講座同門会 大江丙午

27065
シンプル歯周治療セミナー
in熊本

東歯科医院 東克章 27084
日本歯周病学会中国四国三大
学・日本臨床歯周病学会中国
四国支部合同研修会

日本歯周病学会中国四国三大
学・日本臨床歯周病学会中国
四国支部合同研修会

大江丙午

27066 2015歯周治療実践コース 東歯科医院 東克章 27085 岡山県北歯周病研修会
岡山大学歯学部保存学第二
講座同門会 澤田弘一

27067 2015歯周治療実践コース 東歯科医院 東克章 27086 CRCアカデミー CRCアカデミー 岡本浩

27068 横田誠先生ペリオコース
医療法人伊東会 伊東歯科
口腔病院 伊東隆利 27087

日本歯科大学新潟生命歯学
部歯周病学講座同門会

日本歯科大学新潟生命歯学
部歯周病学講座同門会 佐藤聡

27069
日本歯周病学会九州五大
学・日本臨床歯周病学会九
州支部合同研修会

日本歯周病学会九州五大
学・日本臨床歯周病学会九
州支部

野口和行 27088 盛岡岩手歯周治療研修会 盛岡岩手歯周治療研究会 熊谷敦史

27089 札幌臨床歯科研究会 札幌臨床歯科研究会 蒲沢文克

27090
TCU21　歯周治療研修会
ベーシックコース

TCU21 木村英隆
27070

北海道医療大学歯周病研究
会

北海道医療大学歯学部口腔
機能修復・再建学系　歯周
歯内治療学分野

古市保志


