
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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。特に歯科分野では歯周病関連が多く、成人の大多数が歯周病に罹

患しており、かつ、全身健康との関連性が高いことが一般に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。 

第19回は2016年第11回でご講演いただきました、長野県の谷口歯科医院ご勤務の歯科衛生士、山岸貴美恵先生にご講演頂きます。 

ペリオは歯科医師、衛生士、スタッフがチームで取り組む必要がありますが、全員が東京、大阪、福岡などのセミナに

出張で参加するには時間も費用も多くかかります。講師の先生に高松・岡山にお越しいただくことで、中四国の方は

日帰りでき、一人でも多くのスタッフが参加できます。ぜひチームで参加して医院全体のスキルとモチベーションを

アップしてください。 

 **** ホームページからお手軽に早期割引でお申し込みください。http://fod.jp.net **** 
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   『歯周疾患をできるだけ基本治療で治そう』 
 

私たち歯科衛生士の役割は、歯周疾患を基本治療で改善させることと考えます。 

すなわち、 

「歯肉縁上のプラークコントロールであるブラッシングのアドバイスを行うこと」 

「歯肉縁下のプラークコントロールであるルートプレーニングを確実に行うこと」です。 

ルートプレーニングに費やす時間はどうしても長くなりますが、できる限り患者さんにダ

メージがなく、尚且つ、効率よく確実に行うことを目標に日々努力しています。 

ルートプレーニングの技術を習得していくために、まず最初に必要なのがインスツルメント

のシャープングです。これが正確にできないと何も始まりません。 

確実なシャープニングとルートプレーニングの基本を、分かりやすくお伝えします。 

第19回  3月21日（水・祝） 

10：00～15：30 

 

会場：香川県社会福総合センター 

対象：歯科医師（15,000円） 

    歯科衛生士（8,000円） 

    技工士（8,000円） 

    スタッフ・企業（6,000円） 

講師 

長野）医療法人 谷口歯科医院 
日本歯周病学会認定歯科衛生士 

  山岸 貴美恵 先生   

 

 

 

 

 

 

 
 

セミナー実習 アシスタント 

 香川）松見歯科診療所 
日本歯周病学会認定歯科衛生士 

    今川 さえ 氏 

 

高松 

早期割引 

1/21まで！！ 

http://fod.jp.net 

・しっかり検査したいけど、時間も人も 

  足りない   

・患者さんのモチベーションを上げたい   

・今後不可欠な歯周病の管理を強化したい  

 534、323… 右上6番 遠心 

出血 排膿… 

 

分かりやすい印刷物 
詳細な分析、時系列グラフで長期に渡

る口腔内の変化を視える化 

患者さんのモチベーションUPをお手

伝い 

FOD 開発製品 

音声入力で一人で 

  快適に検査・記録 
検査部位から目と手を離さず

しゃべるだけ 

衛生面でも安心 

i-Padを繰り返しタッチして疲

れている方は音声入力へ 

口腔から全身へ 
歯周病から糖尿病まで

検査結果をトータル管

理！ 

かかりつけ歯科医院の

頼れるパートナー 

会場案内 

香川県社会福祉総合センター 
香川県高松市番町１丁目10-35 

  TＥＬ 087-835-3334 
http://www.kagawa-swc.or.jp/home/

home.htm 

 

ＪＲ高松駅より 

 バス約５分（県庁前または県庁北通下車） 

 徒歩約１５分 

 （タクシーでは基本料金） 

琴電瓦町駅より 徒歩約１０分 

 （タクシーでは基本料金） 

高松空港より 

 空港直行連絡特急バス 約３５分 

   県庁通り(香川銀行本店前)下車徒歩約５分 

◇ 会場ビル地下有料駐車場 約５５台収容可能 

  （２５分１００円）  

  高松市立駐車場など周辺に多くあり 

シャープニング 

実習あり！！ 

定員 25名 

参考図書 

6ミリ以上のポケットも改善できる8つの

階段（谷口威夫先生共著）     8,000円 

唾液検査 

HbA1c 

高感度CRP 

そんな問題点に 歯周病関連検査データ管理ソフトウェア  

 ぺリオナビゲーション10 
            がお応えします 

第19回 FODセミナー ペリオ分野 FOD 



              

発信元 

             
                           

                                                                                                                             

協賛企業・医療機関様(敬称略) 
 

・医歯薬出版㈱・㈱シケン・グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケアジャパン㈱・㈱デンタルタイアップ・㈱スウェルデザイン・ 

アークレイ㈱・㈱USEN・㈱ヘルシーパス・㈱DSC 

 スタディグループ・ I-project.Jr.（アイ・プロジェクト・ ジュニア：香川） ・Passion（パッション：岡山） 

  

 

  歯科医療機関様向けイベント ぺリオ・ヘルスケア分野 

http://fod.jp.net 

ＦＡＸ 申込書  ぺリオセミナー  in 高松 ＦＡＸ 050(3153)2886 

ご勤務先               

ご勤務先 

ご住所 

〒 

 
             

電話          ＦＡＸ  E-mail     

☑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     

        

ＦＯＤ主催 ぺリオセミナーin高松・岡山 

1 2013年 11月3日 三辺 正人先生 村上 恵子先生 

小原 啓子先生 

2 2014年 2月11日 富山）牧野 明先生 

3 6月15日 奈良）河野 寛二先生 

4 7月20日 北九州）横田 誠先生 

5 7月21日 広島）小原 啓子先生 

6 11月2日 長野）金子 至先生 

7 2015年 ２月１１日 東京）若林 健史先生 

8 4月29日 神奈川）児玉 利朗先生 

9 10月12日 神奈川）遊亀 裕一先生 

10 2016年 2月11日 長野）谷口 威夫先生 

11 ４月29日 長野）山岸 貴美恵先生 

12 8月11日 札幌）池田 雅彦先生 

13 11月3日 広島）上間 京子先生 

14 2017年 2月12日 熊本）東 克章先生 

15 2月23日 岐阜）永井 伸彦氏 

16 5月14日 長野）金子 至先生 

17 7月16日 東京）小林 明子先生 

18 11月5日 富山）牧野 明先生 

19 2018年 3月21日 長野)山岸貴 美恵先生 

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  
2018 Jan 

 webからもお申し込み頂け

るようになりました！！ 

右記表示金額は税別です。 

受講料の( )内の金額は早期割引価格です。 

下記期限内にお申し込み頂きますと早期割引適用となります。 

期間を過ぎてもweb割引は実施中です 

 

山岸 貴美恵先生 

お申し込み期限 2018年1月21日 

11月5日(日) 

牧野 明先生   

医
師 

歯
科 

衛
生
士 

技
工
士 

ス
タ
ッ
フ 

参
考
図
書 

15000 

(12000) 

8000 

(6500) 

6000 

(5000) 
8000 

 ご氏名  
該当する項目の

○にチェック✔

してください。 

 ○ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ○ 

○ 

  

 

web申し込み 

割引中！！ 

FODペリオセミナーは今年で6年、19回を迎えます。 

歴代の講師の先生方にはご多忙の中、 

高松・岡山にお越し頂きました。 


