
医療健康分野の情報がメディアで取り上げられる機会が増えております。歯科分野では特に歯周病関連

が多く、成人の大多数が歯周病に罹患しており、且つ全身疾患との関連性が高いことが一般にも認知さ

れてきております。 

そして多くの方が歯周病の正確な情報と治療、予防に加えて、全身健康に関する情報を求めています。 

医院で歯周病と全身の健康を管理することは今後の歯科医療の重要項目で、歯科医師、衛生士、技工

士、スタッフ全員で取り組む必要があります。 

チームで参加して医院全体のスキルアップとモチベーションの向上にお役立てください。       
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ラセクゥール（株） 主催 

『人が輝く 職場作りに役立つ メンタリズム』 
 2020年2月23日（日）14：00～ 会場：エル大阪 
  

 歯科衛生士    寿木 藍氏 

  メンタリスト DaiGo 氏 

  詳しくは https://la-cest-cool.co.jp/ 
  FODご紹介特典：早期割引と 

  同価格で申し込みできます！ 

          

岡山県保険医協会 主催 

『第８回 頑張っている歯科衛生士への応援メッセージ』 
  2020年7月19日（日）10：00～  

  会場：岡山オルガホール 

  ・岡山の歯科医院で 

    頑張っている3人の歯科衛生士による講演 

    ・応援メッセージ講演 川崎律子氏 

 （日本橋 長谷川歯科医院 歯科衛生士） 

  https://www.okayama-hok.com/  
           に近日公開予定  

FOD  
推奨セミナー 

大阪 岡山 

 

第30回   4月12日(日) 

     10：00 ～ 16：00 

 会場：岡山県立図書館 
 

 

 

 

 

牧草 一人 先生  

 日本歯周病学会 専門医・指導医 

 大阪歯科大学・大学院講師（非常勤） 

 BIOMET 3i グローバルメンター  

 JIPI主宰 

 京都 牧草歯科医院 院長 
   

 

 

 

 

 

 

 

『歯周病専門医院における歯周病治療の実際 

  ～ 歯科医師と歯科衛生士の連携を中心に～ 』 
      
 

私が目指すものは「患者さんの人生に配慮した歯科治療」です。ペリオ、

インプラント、審美治療、これらの治療は動的処置が終わったその時が患

者さんとのお別れの時ではありません。SPT、SPiT、メンテナンスなど患

者さんとのお付き合いは生涯続きます。その実現のためには、歯科衛生

士、歯科技工士、スタッフとのチームワークは不可欠です。今回は最新の

歯周病専門医の治療を歯科衛生士との連携を中心に、認定医、認定衛生士

合格を見据えた症例選択やケースプレゼンテーションの勘所についても お

話しさせていただきます。 

・総論：現代の歯周病専門医の考え方 

・歯周治療に必要な検査 

・診断と歯周組織の解剖学 

・歯周治療の実際 

・認定医、認定衛生士試験の症例選択、ケースプレゼンの勘所  

定員                  50名 

歯科医師           12,000円 

歯科衛生士他         7,000円 

歯科大学、衛生士学校学生   2,000円 
 ランチョンセミナー付き 



              

協力企業様 医歯薬出版㈱、㈱デンタルダイヤモンド、㈱シケン、アークレイ㈱、 

       ㈱アクシオン・ジャパン、(有)イポナコロジー、㈱ストランザ、GSK㈱、 

       ㈱ピー・エム・ジェー、㈱ヘルシーパス、(有)錦部製作所 

http://fod.jp.net 

主催 および 問い合わせ 

株式会社 ＦＯＤ セミナー担当   

香川県高松市今里町１丁目534-1 

TEL    087（805）7181  

FAX   050（3153）2886 

E-mail info@fod.jp.net  

20/ Feb/ 

参加いただきました受講者の皆さま、 

歴代の講師の先生方、協力企業の方々には 

ご多忙の中、誠にありがとうございました 

FODホームページ、またはこのFAX用紙でお申込みください。3か

月前までのお申し込み・ご入金で早期割引価格適用となります。 

定員になり次第、受付は終了させていただきますので、ホームペー

ジにてご確認下さい。 

申し込み受付後、数日で受講受付と参加費振込のご連絡をお送りい

たします。連絡メールがスパム処理されたり、FAX通信不良の場合

もあり、１週間経過しても弊社からの連絡が届かない場合は、お手

数ですがお問い合わせください。 

4月12日(日) 牧草一人先生  
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ランチョンセミナーあり   

  氏名 
該当する項目の 

○を●に塗りつぶ

してください。  

３名を超える場合

は職種でまとめて

ご記入ください。  

 ○ ○ ○ ○     

 ○ ○ ○ ○     

 ○ ○ ○ ○     

感謝 

Management 

投資額の80%最大100万円が

補助される厚労省働き方改革

「勤務間インターバル導入助成

金」はペリオナビゲーション導

入に最適です。2019年度は終

了しましたが、2020年度もあ

れば活用をお勧めいたします。 

  ぺリオセミナー申込（どの方法でも可）              ① ＦＡＸ この用紙を 050(3153)2886 へ FAX 

② WEBサイト http://seminar.fod-perio.com/      ③  Eメール この用紙を info@fod.jp.net  へ メール添付  

勤務先名                                     TEL    ＦＡＸ  

住所 〒 

E-mail 

正確に 

ご記入下さい 

             ＠                          正確にご記入ください 

☑してください □ 今回のセミナーの振り込みなどの連絡をFAXでなくE-mailで受け取る  今後（株）FODからの案内を  □ E-mail  □ FAXで受け取る     

       

ペリオボイス動画 説明スライド 

ＦＯＤ ぺリオセミナー 履歴 

2013年 

第1回 
三辺 正人先生 村上 恵子先生 

小原 啓子先生 

2018年 

19 
長野）山岸 貴美恵先生 

2014年 

2 
富山）牧野 明先生 20 神奈川）遊亀 裕一先生 

3 奈良）河野 寛二先生 21 神奈川）遊亀 裕一先生 

4 北九州）横田 誠先生 2019年 

22 
長野）谷口 威夫先生 

5 広島）小原 啓子先生 23 千葉）康本 征史先生 

6 長野）金子 至先生 24 東京）長谷川 嘉昭先生 

   川崎 律子先生 

2015年 

7 
東京）若林 健史先生 25 

 

三辺正人先生 武内博朗先生 

押村憲明先生 

8 神奈川）児玉 利朗先生 26 東京）若林 健史先生 

9 神奈川）遊亀 裕一先生 27 長野）谷口 威夫先生 

2016年 

10 
長野）谷口 威夫先生 28 福岡）村岡 宏佑先生 

11 長野）山岸 貴美恵先生 2020年 

29 
東京）奥山 洋実氏  

12 札幌）池田 雅彦先生 30 京都）牧草 一人先生 

13 広島）上間 京子先生   

2017年 

14 
熊本）東 克章先生   

15 岐阜）永井 伸彦先生   

16 長野）金子 至先生   

17 東京）小林 明子先生   

18 富山）牧野 明先生   


