
FOD WEB ペリオセミナー
⻭周基本治療をリーダーから学ぶ 講師13名

http://fod.jp.net

⻭周基本治療をリーダーから学ぶ 講師13名

講師 テーマ 全共通 開催時間・参加費

オープニング講演
9月27日(日)
三辺 正人 先生

『⻭科医科連携による⻭周病リスク管理に
おける⻭周基本治療の重要性』

開催日時

毎月中旬の
日曜

⻭科医師 7,000円
⻭科衛⽣⼠他 4,500円
FODメール会員
⻭科医師 6,300円

終了

三辺 正人 先生
神奈川⻭科⼤学
⻭周病学分野 教授
同附属病院⻭周病診療科⻑

＊日本⻭周病学会秋季学術⼤会、⼤会⻑としてのご案内
日曜

9︓30
〜12︓30

⻭科医師 6,300円
⻭科衛⽣⼠他 4,050円
FODメール会員（早期割引）
⻭科医師 5,600円
⻭科衛⽣⼠他 3,600円

前半 後半 準備中

第1回 10月4日(日)
谷口 威夫 先生

『50年の臨床から⾒えてきた⻭周基本治
療の重要性とポイント』

第7回 4月 日(日)
天野 敦雄 先生谷口 威夫 先生

⻑野）⾕⼝⻭科医院

療の重要性とポイント』

＊私のカウンセリング（実録動画）

天野 敦雄 先生

⼤阪⼤学⻭学部予防⻭科学講座

第2回 11月15日(日)
牧野 明 先生

富⼭）まきの⻭科医院

『質の⾼い⻭周基本治療の確⽴、継続』

*モチベーションのためのカウンセリング （実録動画）

第8回 5月 日(日)
遊⻲ 裕一 先生

横浜）⼭手デンタルアート

終了

富⼭）まきの⻭科医院

第3回 12月13日(日)
⾦⼦ 至 先生

⻑野）⾦⼦⻭科医院

『⻭周基本治療の可能性』
〜⻭周基本治療でできること、できないこと〜

本セミナーでは、⻭周基本治療によって⻭周組織がどのように改善するのか、
当院での⻑期経過症例をもとに⻭周基本治療の可能性について、⻭周基
本治療でできること、できないことを整理して具体的にお話ししたいと思いま
す。また、

第9回 6月 日(日)
⾠⺒ 順一 先生

朝日⼤学⻭学部⼝腔感染
医療学講座⻭周病学分野教授
『⻭周基本治療におけるデータ収集と管理の重要性』

1月10日(日) 『⻭周基本治療におけるドクターとハイジ⼆ 第10回 7月 日(日)

終了

終了

第4回 2021年1月10日(日)
若林 健史 先生

東京）若林⻭科医院

『⻭周基本治療におけるドクターとハイジ⼆
ストの役割分担とその効果について』

第10回 7月 日(日)
池田 雅彦 先生

札幌）池⽥⻭科医院

第5回 2月14日(日)
児玉 利朗 先生

『⻭周基本治療からSPTにおける外傷性
因⼦の改善と咬合管理』

第11回 8月 日(日)
関野 諭 先生児玉 利朗 先生

神奈川⻭科⼤学
インプラント・⻭周病学分野教授

横浜研修センター・横浜クリニック院⻑

因⼦の改善と咬合管理』
⻭周病の治療では、診査診断後の基本治療は重要であることは⾔うまでも
なく治療の各段階における外傷性因⼦の排除と咬合管理は重症化を防⽌
するための⼀つの課題である。そこで本講演では、咬合管理に焦点を絞り
治療の進め⽅を論じたい。

関野 諭
日本⻭科⼤学

第6回 3月14日(日)
稲垣 幸司 先生

愛知学院⼤学
短期⼤学部⻭科衛⽣学科教授

『⻭周基本治療を再考する︕』

・⻭周基本治療 成功のヒントは︕
・⼝腔清掃習慣のチェックの仕⽅
・⻭周基本治療における禁煙⽀援の位置づけ、役割︕

第12回 9月 日(日)
牧草 一人 先生

京都）牧草⻭科医院短期⼤学部⻭科衛⽣学科教授
⻭学部⻭周病学講座兼担教授 ・⻭周基本治療における禁煙⽀援の位置づけ、役割︕

「⻭周治療の原則は、⻭周病を引き起こした原因および増悪させた因⼦を解明し、除去することである」「抜⻭かなと思っても、まずは保たせることを考える」「治すのは患者さ

ん、私たちは治せる環境を整えるだけ」「的確な診断、症例を読む眼、原因をすみやかに除去するスキル」「⻭科医師、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠のチームで取り組み、治

す︕」。⻭周病学会の指針やリーダーの⽅々の⾔葉です。コロナウイルス禍の今、感染の原因を確認、除去し、感染しないために、「継続した衛⽣管理と基礎体⼒とつける」

ことは、⻭周基本治療と通じるものがあります。まずは１年間、 「⻭周基本治療」をリーダーの先⽣⽅から学んでみませんか。ことは、⻭周基本治療と通じるものがあります。まずは１年間、 「⻭周基本治療」をリーダーの先⽣⽅から学んでみませんか。

Zoomオンラインですので、移動の時間や交通費もかからず、加えて、個人負担でも学べる参加費です。受講はミーティング形式ですので、カメラ付きPCで参加ください。医院

で集合して参加するも可能ですので、参加者全員のお名前と職種を登録してください（詳しくは裏⾯参照）。

⻭周基本治療を今⼀度、⾒直したい⽅、志のある⽅、「改善が目に⾒える⻭周治療はおもしろい」「患者さんの笑顔と⼝腔からの全⾝健康獲得」のためにも、ご参加ください。



FODWEBペリオセミナーのお申し込みから当日視聴のながれ

① FODホームページ https://fod.jp.net にアクセス。トップページ右の「ペリオセミ
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① FODホームページ https://fod.jp.net にアクセス。トップページ右の「ペリオセミ
ナーのお申し込みはこちら」 または QRコードで

② サイトにアクセス聴講したいセミナーを選ぶ
③ 申込代表者と同伴者の情報、連絡⽤メールアドレスを⼊⼒する。携帯メールは拒

否される場合もあるので、できるだけパソコンメールを使⽤する。受付が完了したら
「イベントペイ」より受付完了と⽀払い内容が記載されたメールが届く。

①
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④ クレジットカード決済では即刻、コンビニ決済は決済後に「イベントペイ」より当日⼊
場⽤のWebチケットのURLが記載された「Webチケット発⾏」メールが届く。

⑤ ZOOM利⽤が初めての⽅は当日までにZOOMをインストールしておき、ZOOMへの
接続やカメラの確認をしておく。 ➡Zoom 接続テストサイト
https://zoom.us/test

⑥ セミナー開催当日、メール添付のリンクURL、WEBチケットからセミナーに参加する

②

⻭周病検査管理ソフト Perio navi リニューアル発売 ライトタイプ28万円から

４

クリック再生
▷

⑥ セミナー開催当日、メール添付のリンクURL、WEBチケットからセミナーに参加する

Perio navi

【⻭周組織検査】
保険診療から研究まで、新人⻭科衛⽣⼠から専門医まで
⽤途に合った、必要な機能を選択可能

検査
・ポケット1〜6点・出血/排膿/⻭⽯
・PISA/PESA １⻭/個人単位
・動揺度/ペリオテスト値
・プラーク

【PISA/PESA】
⻭周ポケットの炎症の⼤きさを数値化
したものを、⾝近な硬貨や実寸印刷
で解りやすく伝えて、患者さんや医科と
の共通⾔語に

【AAP/EFP⻭周病新分類対応 】
➡開発中

・CAL/5年間の変化
・骨吸収量/骨吸収年齢⽐
・喫煙本数・HbA1c

・プラーク
・根分岐部病変
・アタッチメントレベル/リセッション
・骨吸収量/骨吸収年齢⽐
・角化⻭⾁
・コンタクト
・咬合性外傷

【⻭周病と全⾝管理】
口腔機能・医科⻭科連携・糖尿病

【⾳声⼊⼒ペリオボイス】
⻭周検査と記録を⼀人で正確に、効率的に、衛⽣的に

・ステージⅠ〜Ⅳ
・グレード A〜C

クリック再生クリック再生口腔機能・医科⻭科連携・糖尿病
各種検査データの分散、紛失を防ぎ、
トータルで患者さんの健康を管理

⻭周検査と記録を⼀人で正確に、効率的に、衛⽣的に
コロナウイルス感染防止

検査値を

⾳声認識して復唱
記録/分析

/チャート作成

クリック再生
▷

クリック再生
▷

弊社セミナーやペリオナビの詳細につきましては https://fod.jp.net をご覧ください。
詳しい説明や導入のご相談は Zoom（予約制）で行っております。
FODホームページの問い合わせメッセージからご連絡ください。

⻭周組織 全⾝

検査値を
発声するだけ

FODホームページの問い合わせメッセージからご連絡ください。

株式会社 FOD （ペリオナビの企画/開発/学会研究対応/販売、ペリオセミナーの企画/実施）

香川県高松市今里町1丁目534-1

・メール：info@fod.jp.net （コロナ禍のテレワーク中ですのでメールでご連絡ください）

株式会社 DSC （ペリオナビ プログラム開発・ペリオナビ テクニカルサポートセンター）

宮崎県宮崎市神宮東2-10-28-507

・メール：technical-support@dsc-net.jp
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