歯科衛生士コミュニティ

coe 主催イベント

オンライン開催！

DHの楽しい！が全てここに

開催
期間

3/10～3/24

coe

WEBセミナーの詳細は
裏面へ

ここでしか聞けない！スペシャル座談会

濱田 真理子 先生 / 丸橋 理沙 先生 / 本田 貴子 先生

3/10～3/24

DHライフを豊かにする15日間

・岡村 乃里恵 先生 (株式会社ラ･プレシャス 代表取締役・歯科衛生士)

・白石 聖恵 先生 (歯科医師)

・濱田 真理子 先生 (H.M’s COLLECTION 代表取締役社長・一般社団法人エムズワークス 代表理事・歯科衛生士)

・丸橋 理沙 先生 (歯科衛生士)

3/10～3/14

3/15～3/19
歯周病を徹底的に学ぶ5日間
歯周病を徹底的に学ぶ5日間

最先端の歯科治療を知る5日間
・糀谷 英実 先生 (株式会社Blanche 歯科衛生士)
・田中 陽子 先生 (株式会社Beaute 歯科衛生士)

・萱野 美帆 先生 (歯科衛生士)

・髙橋 規子 先生 (歯科衛生士)

・黒川 綾 先生 (株式会社プラスアルファ 代表 歯科衛生士)

・高見沢 亜衣 先生 (co-create&Ai 代表 歯科衛生士)

・藤森 直子 先生 (日米歯科衛生士)

・辻 紗耶加 先生 (株式会社Beaute 代表取締役 歯科衛生士)

・山口 珠美 先生 (歯科衛生士)

・吉久保 典子 先生 (歯科衛生士)

3/20～3/24

歯科衛生士の基本に立ち返る5日間

・北原 文子 先生 (歯科衛生士)

・平 早由加 先生 (歯科衛生士)

・中島 かなえ 先生 (歯科衛生士)

・西 恵美佳 先生 (歯科衛生士)

・水木 さとみ 先生 (医学博士・心理カウンセラー・歯科衛生士)

アース製薬株式会社

株式会社オルコア

株式会社ジーシー

株式会社soeasy

PRSS.Japan株式会社

ライオン歯科材株式会社

その他にも楽しいコンテンツが盛りだくさん！

…など

抽
選

に

豪華景品プレゼント！!

イベントの
参加申込はコチラ

対象景品：えらべるPay（5,000ポイント・抽選30名様）、Refa CARAT RAY（抽選20名様）、Luscious Lips（抽選50名様）
【注意事項】ラインナップの中から好きな商品と交換できる、えらべるPay 5,000ポイントを付与します。
ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたえらべるPayにより異なり、変更になる場合がございます。またえらべるPay内のポイント交
換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換ください。
・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換ください。
・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。
・ポイントの追加チャージはできません。
・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

＜ 主 催 ・ お 問 い 合 わせ先 ＞
株 式 会 社 メディ カ ル ネット （ 東 証 マザ ー ズ 上 場 ）
T E L : 0 3 - 5 7 9 0 - 5 2 6 3 FA X: 0 3 - 5 7 9 0 - 5 2 6 2

coeプレミアムWEBセミナー
ラインナップ
ここでしか聞けない！スペシャル座談会

3/10～3/24

憧れの歯科衛生士3人に聞く＜自分らしい歯科衛生士という生き方＞
~濱田 真理子さん、丸橋 理沙さん、本田 貴子さんの思い~

株式会社ラ･プレシャス 代表取締役 歯科衛生士

岡村 乃里恵
濱田 真理子 先生 丸橋 理沙 先生 本田 貴子 先生

1 「働き方」編

3 「歯科衛生士の価値」編

2 「モチベーション」編

4 リアルに答える！「特別Q&Aコーナー」

3/10～3/24

DHライフを豊かにする15日間

説明したくなる！患者さんに伝わる歯周病説明のヒケツ

小児の口腔機能を学ぼう！
小児歯科の現場で活躍するドクターへの37の質問

株式会社ラ･プレシャス 代表取締役 歯科衛生士

歯科医師

白石 聖恵 先生

岡村 乃里恵代表取締役
先生
株式会社ラ･プレシャス
歯科衛生士

岡村 乃里恵

VUCA(不確かな)時代だからこそ私が私の居場所を創る
～キャリアを語ろう～

カリスマ歯科衛生士の「リアル」
歯科衛生士としての総合力を高めるには？

H.M’s COLLECTION 代表取締役社長
一般社団法人 エムズワークス 代表理事
歯科衛生士
濱田 真理子 先生

歯科衛生士

丸橋 理沙 先生

3/10～3/14

最先端の歯科治療を知る5日間

30分で「アライナー矯正ってなんですか？」
に答えられる特別講義

ゼロから学ぶ
デンタルエステ実践のオキテ

歯科衛生士のための
マイクロスコープ活用法

株式会社Blanche 歯科衛生士
糀谷 英実 先生

株式会社Beaute 歯科衛生士
田中 陽子 先生

歯科衛生士

髙橋 規子 先生

予防歯科の最前線
～口腔周囲筋ケア～

知っておきたい
ホワイトニングの知識と技術のハナシ

チェアサイドコミュニケーションの新たな武器
歯科衛生士のためのIOS活用術

co-create&Ai代表 歯科衛生士

株式会社Beaute 代表取締役 歯科衛生士
辻 紗耶加 先生

歯科衛生士

高見澤 亜衣 先生

3/15～3/19

吉久保 典子 先生

歯周病を徹底的に学ぶ5日間
超高齢社会の今だからこそ！
各ライフステージでの歯科衛生士の役割を学ぶ

ホームケア指導の“こんな時どうする？どう解決する？”
歯科衛生士

株式会社プラスアルファ 代表 歯科衛生士
黒川 綾 先生

萱野 美帆 先生

日本歯周病学会認定歯科衛生士が解説！
広汎型中等度慢性歯周炎の治療から得た気づきポイント

デキるDHになりたい人必見
SRPを上達させる10のポイント

歯科衛生士

日米歯科衛生士
藤森 直子 先生

山口 珠美 先生

3/20～3/24

歯科衛生士の基本に立ち返る5日間

これだけは知っておきたい
クレーム対応の極意

これだけは身につけたい！
歯科医院内でのコミュニケーションスキル

もっと早く知りたかった！
働くママ衛生士のための「歯科衛生士の続け方」

歯科衛生士

歯科衛生士

歯科衛生士

北原 文子 先生

平 早由加 先生

中島 かなえ 先生

ドクターに求められる
アシスタントワーク上達への近道

「この患者さん苦手…」を克服！
明日から実践できる 苦手意識を克服するコミュニケーション術

歯科衛生士

医学博士・心理カウンセラー・歯科衛生士
水木 さとみ 先生

西 恵美佳 先生

イベントの
参加申込はコチラ

