日本臨床歯科CADCAM学会概要
JSCAD (Japanese Society of Computer Aided Dentistry )は、ISCD ( International Society of Computerized Dentistry )の日本支部として
2007年９月に承認され、日本における唯一のCAD/CAM関連のスタディーグループとして活動を始めました。
ISCD認定のトレーナーが多数在籍し、海外研修や国内研修を実施しており、CAD/CAMの需要の増加にあわせて
多くのセミナーの開催をしてきました。そして、JSCADは、2014年4月より日本臨床歯科CAD/CAM学会として正式に活動を始めました。

CEREC Clinical Course

JSCADの会員はCERECユーザーだけでなく、近年発展するCAD/CAMテクノロジーを追究する意欲に燃える方々の集まりです。
CERECを導入したが適合性や接着、術後疼痛などに悩む方、オールセラミックを進めて行きたいが何をどのように選択してよいのか、と
一人で悩むことはありません。そして、CAD/CAMで作成できる技工物の種類もブリッジやインプラント上部構造にまで進化してきました。
CAD/CAMオールセラミックは、これからの学問ですから慌てることはありません。

2016 年度［ 2016年 4 月〜 2017年 3 月 ］ CCCコース紹介

日本臨床歯科CAD/CAM学会では、従来のCCC（CEREC Clinical Course）のコース内容を充実させるべく、
スターターコース、ベーシックコース、アドバンスコース、プレミアムコースに細分化し、CAD/CAMを取り巻く多くの情報を発信していきます。
さらに、学会として学術大会、学会誌の発行、業界誌投稿など会員の皆様へ常に多くの最新情報の提供を行っております。

会長挨拶
JSCADでは2007年よりCerec Clinical Course を開催し、現在までに延べ150人以上の修了者を輩出しております。
近年のCAD/CAMの進化により、修復や補綴だけではなくインプラントや技工関連にもCERECが応用され始め、
教育への様々なニーズが起こってきました。
このことから、従来のチェアサイドのソリューションを踏襲しながらもエステティックなどのアドバンスな部分や
インプラント治療に於ける応用につきまして細分化したコース設定を行うことになりました。
講師は全員ISCD ( International Society of Computerized Dentistr y )のCertiﬁed CEREC トレーナーが行います。
ワールドスタンダードなCAD/CAMトレーニングを受講して，次世代の歯科診療を目指すメルクマールにしてください。
会長 草間 幸夫

講師紹介
会

長：草間 幸夫

副会長：蕭 敬意
専

務：江本 正

常

務：井畑 信彦

理

事：武末 秀剛

理

事：佐々木 英隆

理

事：湊 勇人

理

事：江橋 完爾

理

事：下田 孝義

理

事：岸 輝樹

監

事：矢野 章

東 北 支 部 長：畠山 忠臣
関東甲信越支部長：中川 守正
関 西 支 部 長：北道 敏行
中国・四国支部長：林 敬人
九 州 支 部 長：川口 孝

賛助会員企業

日本臨床歯科CADCAM学会事務局：東京都新宿区西新宿4 -3-13 三関ビル 2F
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CEREC Clinical Course

2016年度 CCC コース紹介

▶ 参加登録に関するお問い合わせ先

2014 年 4月以 降 C AD/C A Mを 使 用した補 綴 物が 保 険 算定可能になりました 。
日本の歯 科 臨 床にC AD/C A Mが 身 近な存 在になりました 。その状 況の中で 、他の歯 科医院とどこで 差をつけるか 。

日本臨床歯科CADCAM学会事務局

そう考えると、セレックを如 何に手際よく運 用するかがカギとなります 。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-13 三関ビル 2F
TEL：03-3372- 6363 FAX: 03-6908-3636

そして、如 何に患者さんから理 解が 得られるかが重 要です 。
それらのすべてをCCCでは、学ぶことができます 。

※各セミナーのお申込み方法はHPにて掲載いたします。
電話による問い合わせは受付けておりませんのでご了承ください。

この機 会に是非 CCCをご 受講いただき次へのステップを目指してください 。
コース名

対象

開催地

東京

1

スターターコース

歯科医師向け

日程

第1回

4/3 (日) 10 :00 -17:00

第2回

8/28 (日) 10 :00 -17:00

第3回

11/27 (日) 10 :00 -17:00

第4回 2017年 2/19 (日) 10 :00 -17:00
大阪

5/22(日) 10 :00 -17:00 (予定)

盛岡

6/26(日) 10 :00 -17:00 (予定)

福岡

7/24(日) 10 :00 -17:00 (予定)

東京

ベーシックコース

17(日) 10 :00 -16 :00
7/ 2(土) 13:00 -19 :00

第2回

3(日) 10 :00 -16 :00

歯科医師向け
第3回 2017年

アドバンスコース

歯科医師向け

東京

29(日) 10 :00 -16 :00

4(日) 10 :00 -16 :00

参加費

定員

資格

初心者が受ける座学中心のセミナーです。
セレック初心者の為に必要でかつ十分な内容をを含んでおります。

西新宿歯科クリニック２階
日本臨床歯科CADCAM学会
研修センター

20名

会員のみ

20名

会員のみ

未定

20名

会員のみ

未定

20名

会員のみ

未定

8名

会員のみ

8名

会員のみ

302,400円［ 税込］

8名

会員のみ

西新宿歯科クリニック２階
日本臨床歯科CADCAM学会
研修センター

345,600円［ 税込］

8名

会員のみ

西新宿歯科クリニック２階
日本臨床歯科CADCAM学会
研修センター

セレックが納品されたら
すぐに使えるとお考えの方も多いかと思います。
従来のメタルを使用した歯科治療と異なり、

会場

37,800円［ 税込］

オールセラミック修復特有の形成法、防湿や
レジンセメントを使用した接着に関する
普段、なじみのない項目に関して講義いたします。
実技についてはベーシックコースにてすべて行っていきます。

CCCスターターコース受講後に実際の手技を身に着けるコースです。
セレックを使用したオールセラミック修復の
基本テクニックを体験します。
①形成

②接着

③防湿の内容を柱に、

セレックのキャプチャーの仕方やCADデザインなども行います。

172,800円［ 税込］

西新宿歯科クリニック２階
日本臨床歯科CADCAM学会
研修センター

誰でも必ずセラミックワンデー治療が身につきます。
まずはIn、Crの作り方をやってみましょう。
明日の臨床に生かす実習中心のコースとなります。

(予定)

未定

5/14(土) 10 :00 -19 :00

第1回

3

1/28(土) 13 :00 -19 :00

9/3(土) 13:00 -19 :00

大阪

内容

4/16(土) 13:00 -19 :00

第1回

2

時間

15(日) 10 :00 -16 :00
10/29(土) 10 :00 -19 :00

第2回

30(日) 10 :00 -16 :00

第3回 2017年

3/ 4(土) 10 :00 -19 :00

e-max、ENAMICなどのステイン実習、
ラミネート・べニアの形成、
前歯のCADデザイントレーニングなど、
少しの手間で審美性が著しく向上します。
少しの工夫でデザインが向上します。
アドバンスコースこそ、CCCの神髄です。

5(日) 10 :00 -16 :00
来年度、CAD/CAM界は、更に大きな進化が見込まれます。
CTとの連携で顎運動を再現する、ジョーモーショントラッカー。

4

CADCAM
premium コース

歯科医師向け

東京

10/ 9(日)

10 :00 -19 :00

10(祝)

10 :00 -16 :00

矯正治療へのCAD/CAM技術応用ソフトウェア、
セレックガイド２の登場、シロナ社とのCERECを取りまく環境が
広がりをみせています。
また、他社においても、３Shape社トリオス３発売予定、
ヨシダ販売のトロフィーなど、
新たな口腔内スキャナーについてもご紹介します。

5

第３回
日本臨床歯科
CADCAM学会
学術大会

海外講師から最新CAD/CAM情報、年々進化するマテリアルの

12/ 3(土)

東京
4(日)

10:00 -17:00 (予定)

（18:00より懇親会）

10:00 -16:00 (予定)

解説やその使用法が理解できる症例など講演されます。
また、一般会員からは症例・学術発表もあります。
CAD/CAM補綴物が保険導入され、
歯科界での認知度も上がってきています。

（詳細未定）

会員
非会員

富士ソフト アキバプラザ

この学術大会ではその最新治療法について多くを語ります。

注意：セミナー中 および会場内はカメラ・ビデオ撮影禁止となっております。ご了承ください。
※詳細未定の内容につきましては、追ってご連絡いたします。

