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2014年度CEREC Cl inical  Course （CCC）は、
2013年度までの内容を拡充する形で、細分化して再スタートをすることになりました。
2014年4月以降CAD/CAMを使用した補綴物が保険算定可能になります。
今後さらに、日本の歯科臨床にCAD/CAMが身近な存在になります。
その状況の中で、他の歯科医院とどこで差をつけるか。
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。
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。
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。

歯科医師向け

対 象コース名

CCCベーシック　
2日間コース

東京

大阪

会員のみ15万円（税別）

会員のみ12万円（税別）

歯科技工士向け

1

開催地 資 格定 員参加費 会 場日 程

セレックの基本テクニックが中心です。　
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。
誰でも必ずワンデー治療が身に付きます。
まずは、In、Crの作り方を習得します。

内 容

第1回
第2回
第3回

第1回
第2回

歯科医師向け

CCCアドバンス　
2日間コース

東京 会員のみ28万円（税別）2

西新宿歯科クリニック研修室

emax、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。

第1回
第2回
第3回

歯科医師向け
CCC インプラント
2日間コース 東京

東京

東京
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4

5

6
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西新宿歯科クリニック研修室

西新宿歯科クリニック研修室

会員：20万円（税別）　
非会員：23万円（税別）

会員：15万円（税別）　
非会員：18万円（税別）

西新宿歯科クリニック研修室

西新宿歯科クリニック研修室

CADON、ラピッドレイヤーなどブリッジ症例のデザインの仕方、
インプラントアバットメント、などCADトレーニングなども含めた
内容となります。このコースでは、セレックinLabソフトだけでなく、
3シェープのソフトの使用方法の講義も行われます。

第1回

CAD/CAM
テクニシャン
2日間コース

第1回

歯科医師・
歯科衛生士向け

日本で唯一のCAD CARE専門の歯科医師と歯科衛生士コースです。
（１施設 歯科医師1名、歯科衛生士1名で参加）
CAD/CAM修復物のケアからむし歯予防、
唾液検査の取扱いまで幅広い講義となっております。
歯科医師と歯科衛生士是非一緒にご参加ください。

CAD CARE 
4HANDS
2日間コース

第1回
第2回
第3回

5/17(土).
10/4 (土).
11/15(土).

東京

東京

歯科医師、
アシスタント向け

セレック導入後、医院全体での取り組みについてお話しします。
セレックの症例数が伸びない、もっと力を発揮したいと思われる
先生方は、スタッフと一緒にご参加ください。
また、セレック修復の価格は、いくらにするのが適当か、
高額の設備投資に対してどうしたら回収できるか、
を具体的な数字で、分かりやすく解説します。

海外講師から最新CAD/CAM情報、
年々進化するマテリアルの解説やその使用法が
理解できる症例など発表されます。
今年から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。
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。

CCCマーケティング

第1回
第2回
第3回

５/24(土)
10/18(土)
2/28(土)

18(日)
5(日)
16(日)

会員：15万円（税別）
＠1施設　

非会員：23万円（税別）
＠1施設

追加料金：3人目から
                   1名3万円（税別）

会員：2万5千円（税別）
          ＠1施設
非会員：3万5千円（税別）
               ＠1施設
追加料金：3人目から
                 1名5千円（税別）

シロナデンタルシステムズ株式会社 
日本本社・東京支店（汐留） （予定）

▶参加登録に関するお問い合わせ先

日本臨床歯科CADCAM学会(JSCAD)事務局
〒160-0023  東京都新宿区西新宿4-3-13  西新宿デンタルクリニック内
TEL：03-3372-6363   
FAX: 03-6908-3636

※18時から21時までの
　イブニングセミナーとなります

第１回 日本臨床歯科
CADCAM学会
総会・学術大会　

12/6(土). 7(日)　

5/31(土).
11/2(日).
 2/21(土).

3(祝)
22(日)

6/1(日)

8/9（土).
3/14(土).

７/12(土).
1/17(土).
3/21(祝).

10(日)
15(日)

13(日)
18(日)
22(日)

8/2(土).  3(日)  

8/30(土). 31(日) 

9名

12名

9名

9名

9名

4施設まで
（1施設2名まで）

10施設まで
（1施設2名まで）

（詳細未定）

CEREC Clinical Course 2014年度 CCC コース紹介

※詳細な開催時間などは、追って連絡いたします。
※CCCマーケティングセミナー以外は、全日の講習会となっております。お間違えないようにお願いします。

株式会社モリタ 大阪本社

※CCCベーシックを受講した
方が参加するアドバンスコー
スとなっております。同時に
申し込みしていただいても結
構です。（アドバンスコースの
みの受付はしておりません。）

セレックの利用は、近年In→Cr→Bｒ→インプラントにまで使用用
途が、広がっています。しかし、高額機械を購入しても自分でも使
えるのか、安全性はどうなのか、精度はどうなのか、よく分からな
いことばかり。そこで、CEREC meets Galaxisの優位性を存分に
ご理解いただき、臨床にお役立ていただければと思います。
術前審査から当日のガイドサージェリーの仕方、その後の補綴ま
でを治療の流れに従ってお話しします。実際の患者さんにお越し
いただき、ライブオペにてガイドサージェリーの良さを実感してい
ただきます。2014年日本新発売のemaxメゾブロックの取り扱い
の内容が含まれます。

※各CCCセミナーは、FAXのみの受付とさせて頂きます。
　電話による問い合わせは受付けておりませんのでご協力をお願いします。



2014年度  CCCコース紹介

JSCAD概要

会長挨拶

協賛企業

講師紹介

CEREC Clinical Course

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しています。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す。
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。
JSCADでは、従来のCCC（CEREC Clinical Course）のコース内容を充実させるべく、ベーシックコース、アドバンスコース、インプラント、
テクニシャン、CAD CARE、マーケティングに細分化し、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、JSCADジャーナルの発行、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。

JSCADでは2007年よりCerec Clinical Course を開催し、現在までに延べ120人以上の卒業生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 Dentistry )のCertify CEREC トレーナーが行います。
ワールドスタンダードの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
副会長：江本 正
副会長：蕭 敬意
専　務：井畑 信彦
理　事：矢野 章
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
東北支部長：畠山 忠臣
関西支部長：北道 敏行

日本臨床歯科CADCAM学会(JSCAD)事務局：東京都新宿区西新宿4-3-13 西新宿歯科クリニック内

会長  草間 幸夫


