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ユーザーが語るCEREC院内ワークフロー

CEREC症例発表 実例からみた長期予後

CERECを用いたチェアサイドとラボサイドの
コミュニケーションと経営強化

絶対おさえておきたい
CAD/CAM形成・接着の基本

－あなたの疑問にお答えします

プライムスキャンだからできる
シームレスなデジタルワークフロー【第２部】

プライムスキャンだからできる
シームレスなデジタルワークフロー【第1部】

これからの時代に対応する
CEREC One Visit Treatment

日 程 講師名 講演内容

本セミナーは「Microsoft Teams」を使用してオンラインで開催します。
閲覧には、「Microsoft Teams」をインストールしていただくか、
Internet Explorer 11、Edge、ChromeなどのWebブラウザが必要です。

お申込方法 主催・お問合せ先

ケーオーデンタル株式会社 セミナー販促課 
東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル19階 
TEL.03-3344-1188

●  ケーオーデンタル セミナーページ

チラシ中面のQRコードまたは
ケーオーデンタルホームページからお申し込みください。
お申し込み完了後、『申込受付メール』が自動配信されます。
メールが届かない場合は『問い合わせ先』までご連絡ください。

※予告なしに内容が変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

Digital
Dentistry
WEB Academy

進化するデジタルワークフローとソリューション。
歯科用CAD/CAMシステム「CEREC」を活用した
歯科治療の最前線と、臨床現場での具体的な運用方法について
歯科医師・歯科技工士の各先生方にお話しいただきます。

草間 幸夫 先生 佐々木 英隆 先生 中村 昇司 先生戸田 成紀 先生月岡 哲英 先生 藤本 智也 先生

7人のCERECスペシャリストが話す
今だから活用したいCERECシステム

小池 軍平 先生
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全８回

Digital Dentistry WEB Academy
ケーオーデンタル × デンツプライシロナ

[水曜日/ 20：00-21:00]全８回

藤本 智也 先生

小池 軍平 先生

CEREC座談会

https://www.kodental.co.jp/seminar/
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佐々木 英隆 先生
2002年 大阪歯科大学卒業
2002年 東京医科歯科大学第一補綴
2007年 ISCD CEREC インストラクター
2012年 チューリッヒ大学客員研究員
2013年 es dental office 開設
日本臨床歯科CADCAM学会 会員
昭和大学歯学部 客員講師

ケーオーデンタル × デンツプライシロナ

20:00-21:00 

これからの時代に対応する
CEREC One Visit Treatment

One Visit Treatmentの有用性とメリット
InfectionPreventionとプライムスキャン
One Visit Treatmentがもたらす経営効果

09/09[水]

草間 幸夫 先生
1979年 城西歯科大学卒業
　　　　   国際デンタルアカデミーフェローシップ 
1990年 医療法人社団 研整会 西新宿歯科クリニック開設 
2006年～ ISCD CEREC トレーナー 
2013年～ ISCD CEREC International インストラクター
現在
Dentsply Sirona Japan インストラクター
Ivoclar vivadent Japan インストラクター
Ivoclar vivadent オピニオンリーダー 
CAMLOGインプラントシステム公認インストラクター
日本臨床歯科CADCAM学会 前会長 指導医
日本デジタル歯科学会会員 理事 評議員
日本口腔インプラント学会会員 専門医 認定講習会講師
日本歯科理工学会会員
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20:00-21:00 

プライムスキャンだからできる
シームレスなデジタルワークフロー【第1部】

口腔内スキャナーが注目される理由
デジタル印象と従来の印象法の精度比較
デジタルワークフローがもたらす
臨床活用方法と選定基準

09/16[水]

20:00-21:00 

プライムスキャンだからできる
シームレスなデジタルワークフロー【第2部】

インプラントデジタルソリューション
咬合の診査診断と付与
今後の展望-
デジタル矯正・デジタルデンチャーへの応用

09/23[水]

20:00-21:00 

－あなたの疑問にお答えします

CEREC導入検討者の質問を事前に募りました。
臨床経験豊富なお二人の先生より実体験をもとに
お答えいただきます。

09/30[水]

20:00-21:00 

中村 昇司 先生
1992年 日本歯科大学卒業
1997年 日本歯科大学大学院卒業（歯学博士）
1999年 日本歯科大学歯科保存教室学第2講座非常勤講師
2012年 日本歯科大学生命歯学部接着歯科学講座非常勤講師
日本歯科保存学会 専門医
日本歯科審美学会 会員
日本デジタル歯科学会 会員
日本口腔インプラント学会 会員
日本接着歯学会 会員
日本臨床歯科学会 会員
日本臨床歯周病学会 会員
八重洲歯科診療所 院長

絶対おさえておきたい
CAD/CAM形成・接着の基本

長期生存率を目指すための必要条件
セラミック形成における
押さえておきたいポイント
CEREC修復物における正しい接着方法

10/07[水]

戸田 成紀 先生
1992年 日本歯科大学新潟歯学部卒業
1997年 たねいち歯科　入局

月岡 哲英 先生
有限会社ホリス 代表取締役
歯友会歯科技術専門学校 卒業
VITA国内インストラクター
Voce Claymore メンバー
東京SJCD 会員

20:00-21:00 CERECを用いたチェアサイドと
ラボサイドのコミュニケーションと経営強化

CERECを用いた成功事例・運用方法・
院内カウンセリング方法
歯科医院（口腔内スキャナー）と歯科技工所
（補綴物デザイン、ミリングと仕上げ）の
臨床的コミュニケーションの実際
今後の発展を見据えた歯科技工所の
CAD/CAMシステム機種選定

10/14[水]

藤本 智也 先生

2010年 日本歯科大学生命歯学部 卒業
2010年 日本歯科大学附属病院 臨床研修
2011年 医療法人社団有歯会 八重洲歯科診療所 入社
2019年 歯科医師臨床研修指導医取得
2020年 サークル歯科クリニック日暮里 開院

20:00-21:00 

ユーザーが語る
CEREC院内ワークフロー

CERECシステムにおける医院経営の恩恵
本質的なデンタルIQの向上を目指した
カウンセリング
 Withコロナ時代の医院運営

10/21[水]

小池 軍平 先生

1996年 神奈川歯科大学卒業
1997年 厚生労働省 歯科臨床研修医課程 終了
　　　　(神奈川歯科大学付属病院:歯科口腔外科)
1997年 神奈川歯科大学付属大学院 口腔外科学第一講座
1998年 小池歯科医院開設
2008年 神奈川歯科大学 咀嚼機能制御学講座 非常勤講師

20:00-21:00 

CEREC症例発表 
実例からみた長期予後　

CEREC One Visit Treatmentでの
長期症例発表
（インレー・アンレー・ベニア・クラウン）
マテリアルセレクションのポイント　

10/28[水]

草間 幸夫 先生 中村 昇司 先生
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CEREC座談会

定員 ： 各回100名

お申込はこちら
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