株式会社 リンケージ藤波

第7期生

受講生
募集

2017 リンケージＤＨアカデミー１年コース
入学式、各講研修内容 詳細

2017.7.23 ～ 2018.7.22
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2017 / 7 / 23 (日)
倉敷アイビースクエア
2017 年度生入学式
オリエンテーション
2016 年度受講生 研修報告発表（4 名）
2017 年度第１講 基調講演
― 基調講演 第一部 土屋和子先生 ／ 第二部 南昌宏先生
2016 年度生修了・表彰式
懇親会

歯科医療の“パラダイムシフト”と
“デンタルＮＬＰ®”を学ぼう！

講 師

株式会社 Smile-Care 代表

歯科衛生士

土屋和子 先生

1977 年

歯科衛生士 免許取得
神戸国際デンタル・カミムラ歯科医院 勤務
1981 年
Dr.Raymond.L.Kim’s office (LA) にて
アシスタント勤務・研修
1982 年～ フリーランス体制にて、数多くの診療室に勤務
1999 年～ 「ウエマツ歯科医院」二子玉川
「土屋歯科クリニック&work’s」勤務
2007 年
株式会社 スマイル・ケア設立
2011 年
全米ＮＬＰ協会公認トレーナー
ＬＡＢプロファイルⓇ認定トレーナー
デンタルＮＬＰ主宰

日本最古の義歯は、1530 年代に作られた木製で蜜蝋や石などを用いて作られ
たらしい。いろいろな知恵をもって失った歯を補う治療が広まり、スウェーデンのペ
ル・イングヴァール・ブローネマルク教授が微細血流の研究から、ウサギの
骨とチタン製器具の結合を発見したのが 1952 年。その後、様々な研究を経て
Osseointegration による口腔インプラントが開発され、現在に至ります。
さて、現在は超高齢社会になり 65 歳以上が人口の 1/4 を占め、介護が必要な人
口も増え続け、使われる医療費もうなぎ登り。歯科医療界では、歴史的に治療が支
配的であった時代から『予防の時代』になり、カリエス予防や歯周病予防の重要性
を認識するとともに、口腔疾患が全身に及ぼす影響も解明され、特にマイクロバイ
オームの概念は疾患を理解するには重要なキーワードになります。口腔ケアを担う
歯科衛生士は責任重大ですし、その環境を確立していく歯科医師やコ・デンタル
スタッフの役割も“今まで通り”では済まされない。全身の健康や健康寿命を全うす
るために歯科医療界から健康情報を提供する。それは患者さんの人生に関わるこ
と。そこにはコミュニケーションスキルを高めることも必須です。
歯科医療の『パラダイムシフト』を考察し、『デンタル NLP®』をご紹介したいと思い
ます。

審美修復治療における包括的アプローチ
Dr の目線、Dh の目線

講 師

大阪府大阪市

南歯科医院
１９８６年
１９８９年
１９９３年
１９９８年
２００３年
２００６年
現在

南 昌宏

先生

大阪歯科大学卒業
本多歯科（東大阪市）、
木原歯科（生駒市）勤務
三日市南歯科（大阪府、河内長野市）開設
学位取得（大阪歯科大学、歯学博士）
南歯科医院（大阪市北区）開設
医療法人 皓隆会 南歯科医院

歯学博士
5-D Japan ファウンダー
大阪 SJCD 相談役
日本デジタル歯科学会理事
日本臨床歯周病学会指導医
日本顕微鏡歯科学会評議員
大阪歯科大学歯科保存学講座非常勤講師

近年歯科医療の進歩は目覚ましく、一昔前には考えられなかった程治療のオプシ
ョンは増え、さらにインターネット等による歯科治療情報の一般の人たちへの普及
により、患者の歯科に対する要望も高くなってきているようです。補綴の分野にお
けるオールセラミックスの発展、歯周治療の分野における歯周再生治療などの進
歩で咬合崩壊に陥ったとしても矯正治療やインプラント、再生療法、ボンデッドレス
トレーション等により、天然歯となんら変わらず機能を果たし長期安定（Longevity）
が得られるような治療のゴールを迎えることができるようになりました。
一言で「Longevity」と表現しても患者個々により状況は異なります。理想的な動
的治療を受けることができた方、色々な原因によりそれが叶わなかった方によって
も違うでしょう。患者を取り巻く環境によっても違いがあるでしょうし、時期によっても
違いがあるかもしれません。それらの問題に私たちはその専門性をもって其々に
応じ、長期にわたり患者と関わり情報を把握し良好なコミュニケーションを築いてい
くことが長期にわたりメインテナンスを維持させ健康を保っていくうえにおいて大切
なことではないかと考えます。
そういう観点では Dr が一方的に治療を進めていくというのではなく、Dh の目線から
の患者情報、臨床実感がとても重要になってくると思います。
治療計画立案、治療からメインテナンスまでのいろいろなケースを Dr の目線、Dh
の目線からお話させていただきたいと思います。
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※第 3 講と同日

8/27(日)

㈱リンケージ藤波本社３Ｆ研修室

藤波 安勇
『 出会いや縁が人生を変える 』人の成長とは

株式会社リンケージ藤波 代表取締役会長

リンケージ DH アカデミーでは、真のプロ歯科衛生士の養成を教育目標に
掲げています。その真のプロ歯科衛生士になる為の原点である「人の成長
とは、人はどんな時に成長するのか」、また「出会いと縁がどのように関
わっているのか」についてお話致します。

※全 3 日間日程

8/27(日), 9/17(日) , 9/18(月祝)
㈱リンケージ藤波本社３Ｆ研修室

講

師

株式会社ロングアイランド所属

易 みゆき

先生

関西外国語大学卒業 株式会社ロングアイランド所属
展示会 MC・ナレーター、研修アシスタントを経て現在に至る
【講師経歴】・・・歯科医院スタッフ接遇研修（京都府歯科医師会・島根県歯科医師会）
サービスマネージャー採用・運営管理（愛・地球博）東京モーターショウ・コンパニオン教育（ＨＯＮＤＡ・フォルクスワーゲン）
乗船スタッフ接遇教育（ジョイポート南淡路㈱）キャンペーン促販スタッフ接遇教育（㈱富士通・日本ＩＢＭ㈱）
サービス業全般スタッフ接遇教育（淡路島観光連盟） 観光業者接遇セミナー（西淡商工会議所青年部）
事務職接遇教育（大阪成蹊女子大学） 受付・キャディー接遇教育（洲本ゴルフクラブ）
企業新入社員研修（ホテルアナガ・善光会・新杵堂) 訪問営業レディ研修（関西電力・自動車販売会社）
博覧会アテンダント研修 （国際花と緑の博覧会・世界リゾート博・山口きらら博スーパーテーマ館・若狭路博・
グリーンルネサンス北九州） 恒久施設コンパニオン研修・リーダー研修・ブラッシュアップ研修（神戸市立青少年科学館）
電話コンテスト審査員（ＮＴＴ） スタッフ研修（大阪ガス） 電話オペレーターボイストレーニング（ソフトバンク）
モーターコンパニオン研修（もてぎエンジェル） 北陸新幹線開通イベントスタッフ研修

研修内容

人として、社会人としての礼儀・マナー
▶
▶
▶
▶

ビジネスマナーの重要性
ビジネスマナーとは
話し方のトレーニングⅠ
腹式発声/視線と表情
挨拶/接客用語
話し方のトレーニングⅡ
敬語/感じの良い話し方
立居振舞
動作/立居振舞の基本 誘導/案内 名刺交換/席順

歯科衛生士としての患者接遇
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

見だしなみ
受付応対
電話応対
会計・予約
チェアーサイド
患者とのコミュニケーション
ロールプレイング

歯科衛生士としての髪型、化粧、白衣、シューズ
初診の方への対応、遅れてきた方への対応
初診予約・患者予約、遅れてくる方への対応、クレーム対応
金銭の授受の仕方、次回の予約
案内・誘導の仕方、準備中の患者との会話
感じの良い挨拶、話し方/聴き方 信頼の持たれる説明の仕方

※全 3 日間日程

10/8(日) , 10/9 (月祝) , 11/12(日)
㈱リンケージ藤波本社３Ｆ研修室

講

師

Ｏｒａｌ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ 歯科衛生士

近藤ひとみ

先生

行岡歯科技術専門学校卒
ライオン歯科研究所、大阪市内の歯科医院、株式会社モリタ他勤務、
米国ヒューフレディ社及び南カリフォルニア大学にて研修を受ける
ミズーリ大学歯学部歯周病学講座臨床准教授 シェリー・バーンズ氏に師事
現在、姫路歯科衛生専門学校非常勤講師のほか、セミナー、講演会、多くの衛生士学校の
講師として幅広く活躍中

研修内容

グレーシーキュレットの基本操作とシャープニングにチャレンジ！

▶「歯科衛生士」に必要な力と歯科衛生士に望まれること
▶ 歯周病に関する基礎知識
▶「スケーリング」
「ＳＲＰ」
「ルート デブライドメント」について
▶ グレーシーキュレットの基本知識
▶ 歯根部の形態や特長を理解しイメージする
▶「触感」を重視したテクニック
▶ グレーシーキュレット操作をより効果的にするためのテクニック
▶ マネキンを使用してテクニックのトレーニング
▶ シャープニングを理論的に考える
▶ インスツルメントのシャープニング（シックル、グレーシーキュレット）
▶「鋭利さ」の基準を憶える
▶ ３Ｓｔｅｐで行うシャープニング実習
▶ シャープナー「リボン」使用方法の実習
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第４講

準備器材

ＹＤＭ グレーシーキュレット及びシャープニングストーン等
実習器材（講師検討中）

合計約￥40,000 程度

12/10(日) ㈱リンケージ藤波本社３Ｆ研修室
講

師

『 ミラクルコミュニケーション術 』

医療法人Ａ＆Ｄ 文の里歯科クリニック理事
ＣＨＰ研究会 相談役
1988 年
1992 年
1993 年
2001 年
2001 年
2005 年
2007 年

諸井英徳

先生

大阪歯科大学 卒業
大阪歯科大学大学院修了（歯学博士）
諸井歯科クリニック（現・医療法人Ａ＆Ｄ）設立
ＣＨＰ研究会設立
コーチ・トレーニングプログラム 研修開始
神戸大学大学院経営学研究科入学
同大学院卒業 経営学修士（ＭＢＡ）取得

医療法人Ａ＆Ｄ 文の里歯科クリニック 理事長
ＣＨＰ研究会 GF

研修内容
ョン

できる歯科衛生士になるための「ミラクルコミュニケーション術」

衛生士業務を円滑に進める為には、患者、来院者の理解と家庭や職場での健康行動が欠かせません。
しかしながら、この部分は患者、来院者との信頼関係やコミュニケーション能力が不可欠であり、新人、中堅衛生士にとっては成長の
「カベ」になっているケースを頻繁に見かけます。
なぜ、コミュニケーション能力を身につけることは難しいのでしょうか？本当に、難しいのでしょうか？
経験や時間以外に解決する方法は無いのでしょうか？
私たちは、CHP 研究会というスタディーグループを通じてこれまでに１万人を越える皆様に、セミナー、研修を提供してまいりました。
その結果、私たちが辿り着いた答えは、
「コミュニケーションスキルは、誰でも比較的短期間に修得することが可能である」ということです。
「コーチング」
「NLP」
「臨床心理学」などのエッセンスを交えながら、患者、来院者とスムーズな「想いの共有」が可能になり、健康行動
がスムーズに開始されるようなコミュニケーション、また職場のみならずプライベートの人間関係にも良い影響を与えるコミュニケー
ションスキルを学びます。

2018 /

講

師

研修内容

ＳＪＣＤ大阪ＤＨコースインストラクター

池田育代

1998～2015 年
2016～

貞光歯科医院勤務
武田歯科医院勤務

2010 年

日本臨床歯周病学会認定歯科衛生士
日本顎咬合学会認定指導歯科衛生士
日本歯周病学会会員
日本口腔インプラント学会会員
SJCD 大阪 DH コース インストラクター
イエテボリ大学サマーセミナー修了

1/14(日) ㈱リンケージ藤波本社３Ｆ研修室

先生

現在に至る

プレゼンレクチャー
▶ プレゼンテーション画面の作り方

歯周治療
▶ 歯周基本治療～超音波スケーリング、ＰＭＴＣ
2018

Ａ日程

2/11(日)

又は

Ｂ日程 2/12(月祝)

ハッピー歯科クリニック
講

師

有限会社サンフォート代表

鈴木昇一

先生

1947 年
1993 年
1994 年
1998 年
2007 年
2010 年

宮城県生れ
旭光学工業(PENTAX)退社
サンフォート社を設立
口腔内写真の撮り方 / 医歯薬出版共著
新口腔内写真の撮り方 / 医歯薬出版共著
“特集” 規格性のある口腔内写真撮影テクニックを身につけよう
/ デンタルハイジーン共著
通算 1500 回に及ぶ「”一人で撮る”規格性のある口腔内写真の撮り方訪問セミナー」を実施する
茨城県歯科医師会学術講演会連続 19 回、各企業主催セミナー等にて講師を務める

研修内容

質の良い規格性のある口腔内写真を速やかに撮影することを学ぶ
▶
▶

口腔内写真の必要性、活用方法、写真の知識、口腔内写真の撮り方の解説
1 人撮影による規格性のある口腔内写真の取り方―マンツーマンによる実技指導
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2018

3/25(日)

講

師

1989 年 日本大学松戸歯学部卒業
1992 年 北原歯科医院開業
2000 年 ルウミネッセンス開業
2003 年 銀座ノブデンタルオフィス開院
2007 年 シンガポールライセンス取得
Asia Healthcare Dental Centre 非常勤
2012 年 銀座ノブデンタルオフィス移転
東京八重洲に Team 東京 開設 代表 HP http://www.team-tokyo.com/
ノブレストラティブデンタルオフィス院長
所属

研修内容

北原信也

東京都八重洲 TEAM 東京 ノブレストラティブデンタルオフィス

㈱リンケージ藤波本社３Ｆ研修室

先生

著書

クリニカルトゥースホワイトニング
医歯薬出版
基本 審美修復治療のマネージメント
医歯薬出版
歯科衛生士ベーシックスタンダード ホワイトニング 医歯薬出版

講演

Asian Symposium on Advanced General Dentistry in Singapore
Taiwan and Japan SJCD Dental Summit in Taiwan
Contemporary Ceramic Restorations at Boston Univ. USA
日本歯科医学総会
日本歯科審美学会
日本歯科保存学会
その他 年間５０講演以上

昭和大学歯学部兼任講師
日本歯科保存学会専門医
日本大学歯学部兼任講師
日本歯科審美学会
日本大学松戸歯学部兼任講師 東京 SJCD 理事

審美修復治療とは？
ホワイトニングの実際、実習
▶
▶
▶
▶
▶

ホワイトニングの基礎
チャートを使用して術前に術後を知る
ホワイトニングシミュレーターソフトの活用
自費治療への誘導
臨床症例

▶ チャートを使用した診査診断
▶ オフィスホワイトニング（デモ予定）
▶ ホームホワイトニング（トレーの作成法等）
▶ 審美修復治療における顔から診る５つの診断ポイント
2018

Ａ日程 4/29 (日) 又は Ｂ日程 4/30 (月祝)
ハッピー歯科クリニック

講

師

デンタルサポートプルメリア代表
歯科医師

杉藤喜代子

先生

1963 年生まれ 松本歯科大学卒
医療法人 春日会 小川歯科医院副院長
医療法人 弘和会 ミッドランドスクエアデンタル院長を歴任後退職
現在、独立しフリーランスの歯科医師として、数多くの歯科医院に
口腔内・外マッサージを指導
歯科医院スタッフの接遇講師、衛生士学校の非常勤講師としても活躍

研修内容

口腔内・外マッサージ
▶
▶
▶
▶

今日からはじめるアンチエイジング

選ばれる歯科衛生士を目指して
歯科医院でおこなうアンチエイジング
表情筋・咀嚼筋のコントロール
口腔内・外マッサージ実習

第９講 準備器材
▶ ケアポリス（75g） 1 本（オーラルプラス）
※ 上記ご購入の場合 ￥1,200（税抜）

2018

10

5/20(日)

講

師

奈良県生駒市 木原歯科医院

木原敏裕

1981 年

大阪歯科大学卒

1982 年

南カリフォルニア大学在籍

1984 年

奈良県生駒市にて開業

㈱リンケージ藤波本社３Ｆ研修室

先生

SJCD インターナショナル常任理事
大阪 SJCD 顧問
大阪 SJCD 研修会代表
CSTPC (Consultation & Sequential Treatment
Planning Course)主催

研修内容

歯科治療における矯正の重要性
日本人の歯科治療においてその原因となるものの多くが歯のポジションが
悪い、ということが挙げられる。永久歯列が完成した時に歯列の保全が
できる関係にあればいいが多くの場合はそれがないために崩壊の道を
辿っていく。
矯正と咬合、またペリオとの関連を踏まえて考えてみたい。
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6/10(日)

講

師

フリーランス歯科衛生士
1979 年
1979〜2005 年
2008〜2016 年
2016〜

研修内容

栗山雅子

㈱リンケージ藤波本社３Ｆ研修室

先生

大阪歯科大学歯科衛生士専門学校卒業
長崎市出口歯科医院勤務
長崎市澤本歯科医院勤務
フリーランス（数件の歯科医院勤務）
３M 予防歯科セミナー講師、
プライベートセミナー講師

1979 年 ヘルスカウンセリング学会認定カウンセラー資格取得
2013 年 顎咬合学会認定歯科衛生士取得
2014 年 デンタル NLP®トレーナー資格
1998 年 歯科衛生士のためのヘルスカウンセリング（共著）クインテッセンス出版
1998 年 日本国際歯科大会講演
歯周病、メインテナンス、コミュニケーション、MFT(筋機能療法)などのセミナー開催多数

メインテナンス、ＳＰＴ

歯周炎はバイオフィルムによる内因性感染であり、免役力との均衡の破綻により歯周組織の破壊が起こる。よって歯周治療後の
メインテナンスの及び SPT の目的は進行を停止させ、その状態を維持させ、生涯にわたり QOL を維持することである。
⑦力のコントロール、TCH への取り組み方、メインテナンスで役立つ MFT
⑧継続来院に繋げる患者へのプレゼテーションの仕方(デンタル NLP®の応用)
⑨山あり谷ありの長い人生を患者とともに歩む気持ち
③歯周病のリスクファクター(細菌、宿主、環境因子)
④歯周病はなぜ再発するのか。歯周組織の破壊のメカニズム ⑩歯科衛生士のミッション：発症させない（一次予防）！
ミッションコンプリートのために必要なこと（次の世代に向けて）
⑤個別対応の再診査、再評価。その結果に応じての患者教育
⑦⑧はワークを通して学んでいきます。
⑥全身疾患との関係
⑨⑩は３０年以上の長期経過例を提示しながら学んでいきます。
①最新歯周病学を学ぼうー歯周病病因論の変遷
②メインテナンス、

SPT の流れと内容

2018

7/1(日)

講

師

研修内容

株式会社ロングアイランド所属

易 みゆき

歯科衛生士としての患者接遇

㈱リンケージ藤波本社３Ｆ研修室

先生

アドバンス

プレゼンテーション形式による研修報告発表
＊研修報告発表と講師からの講評・指導（受講生全員）
（ 発表について講師より採点評価を行い４名を選出、
４名は第 14 講（修了・表彰式）において発表を行います ）

2018

7/21(土)

講

師

株式会社 Smile-Care 代表 歯科衛生士

研修内容

１年間のまとめの講座、総括

土屋和子

㈱リンケージ藤波本社３Ｆ研修室

先生

▶ 全講座を通してのまとめと総括
▶ 疑問点・不明点について質疑応答と補完

第 13 講

準備教材

▶ 「土屋和子のプロフェッショナルハイジニストワーク（書籍）」 土屋和子著 医歯薬出版株式会社
▶ 「プロフェッショナルコミュニケーション（書籍）」
土屋和子著 医歯薬出版株式会社
▶ 「プロフェッショナルワークバランス（書籍）」
土屋和子著 医歯薬出版株式会社
※ 上記 3 冊ご購入の場合 ￥9,600（税抜）
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2018 /

7/22(日)

倉敷アイビースクエア

2017 年度受講生 研修報告発表（4 名）
2017 年度生修了・表彰式
2018 年度生 入学式
最終講

―

基調講演 第一部 土屋和子先生

／

第二部 木原敏裕先生

懇親会

基調講演第一部 （演題未定）
株式会社 Smile-Care 代表 歯科衛生士
1977 年

土屋和子

歯科衛生士 免許取得

1999 年～

神戸国際デンタル・カミムラ歯科医院 勤務
1981 年
1982 年～

先生
「ウエマツ歯科医院」二子玉川
「土屋歯科クリニック&work’s」勤務

Dr.Raymond.L.Kim’s office (LA) にて

2007 年

株式会社 スマイル・ケア設立

アシスタント勤務・研修

2011 年

全米ＮＬＰ協会公認トレーナー

フリーランス体制にて、数多くの診療室に勤務

ＬＡＢプロファイルⓇ認定トレーナー
デンタルＮＬＰ主宰

基調講演第二部 （演題未定）
奈良県生駒市 木原歯科医院

木原敏裕

1981 年 大阪歯科大学卒
1982 年 南カリフォルニア大学在籍
1984 年 奈良県生駒市にて開業
SJCD インターナショナル常任理事
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先生

大阪 SJCD 顧問
大阪 SJCD 研修会代表
CSTPC (Consultation & Sequential Treatment Planning Course) 主催

倉敷アイビースクエア
■徒歩でお越しの場合・・・
倉敷駅南口徒歩１５分

■お車でお越しの場合・・・
山陽自動車道倉敷 IC より
国道 429 号線/美観地区・倉敷市街地方面へ
約 2.8ｋｍ走り、県道 22 号線を玉野・児島方
面へ約 1.6ｋｍ
瀬戸中央自動車道早島 IC より
国道 2 号線/倉敷方面へ走り、加須山交差点・
右折約 2.3km

❏ 倉敷アイビースクエア

岡山県倉敷市本町 7-2

TEL：086-422-0011

㈱リンケージ藤波 本社
■お車でお越しの場合・・・
瀬戸中央自動車道早島 IC から車で 15 分
JR 山陽本線倉敷駅から車で 20 分
■バスでお越しの場合・・・
JR 山陽本線倉敷駅から倉敷駅前バス停
下電バス「天城線」乗車
→ バス停「小瀬戸」で下車徒歩 5 分

ハッピー歯科クリニック
倉敷駅北口徒歩 1 分

❏ ハッピー歯科クリニック

岡山県倉敷市寿町 1-26

TEL：086-426-4618

❏ ㈱リンケージ藤波 本社

岡山県倉敷市加須山 881-2

TEL：086-420-0001

❏ お問合せ
本 社 ＴＥＬ 086-420-0001
本
社 〒710-0026
広島営業所 〒730-0047
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岡山県倉敷市加須山 881-2
広島県広島市中区平野町 1-15

