
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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20回・21回は２０１５年の第9回に「生体と調和する歯周組織にやさしい歯冠修復物」をお話しいただきました山手デンタル

アート 遊亀裕一先生に、東京・岡山の２会場で「ＰａｒｔⅡ」を、ご講演いただきます。 

医院でペリオをしっかり管理することは今後の歯科医療の方向性を見ても必須事項です。そしてペリオは歯科医師、衛生士、技工

士、スタッフ全員で取り組む必要があります。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ましょう。 
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『山岸貴美恵先生のシャープニングと 

          ペリオ治療を学びましょう』 
 

3月21日に開催しました長野県谷口歯科医院、山岸貴美恵先生のペリオ

セミナーのシャープニング実習にポイントをおいたフォローアップセミ

ナーです。講師は山岸セミナーのアシスタントも務めた今川さえ氏。今

川さえ氏は高松在住でNPO日本歯周病学会認定歯科衛生士で山岸先生

の指導を受け10年以上臨床で実践しております。山岸セミナー内容を

再確認しましょう。前回のセミナーを受けていない方も参加可能です。 

6月28日(木) 
13：00～17：00 
会場：(株)シケン高松技工所 
〒760-0080 

香川県高松市木太町2463-3 

TEL 087-835-3021 
 

8月5日(日) 
13：00～17：00 

高松市内の会場を予定 
 

対象： 
歯科医師、歯科衛生士 
歯科技工士（5.000円） 

高松 

 

第20回  9月２日(日) 

10：30～16：00 

会場：白鵬 東京研修センター 
〒102-0083 

東京都千代田区麹町２-３-３麹町ビル10F 

TEL 086-224-1286 

 

 

第21回  ９月９日(日) 

10：00～15：30 

会場：岡山県立図書館 
〒700-0823 

岡山県岡山市北区丸の内2-6-30 

TEL 086-224-1286 
 

 

対象： 
歯科医師（15,000円） 

歯科技工士（8,000円） 

歯科衛生士（8,000円） 
スタッフ・企業（7,000円） 

 

第20回・第21回 FODセミナー ペリオ分野 FOD 

『生体と調和する歯周組織に優しい歯冠修復物を歯

科医師、衛生士と共に作り維持するためには---

FODペリオセミナーPart2 』 

口腔内健康の長期的維持のために歯科技工は機能や審美に加えて

歯周組織と調和し、力による影響やメインテナンス性を考慮した

設計、製作が求められています。そのためには歯科医師から歯周

情報を口腔内画像やＸ線写真、歯周検査表などを基に指示を受

け、歯科衛生士からは患者固有の磨き方などを教えていただき、

情報を共有することが重要です。技工士の視点から歯周組織にや

さしい歯冠修復物について、皆様と一緒に考えたいと思います。 

東京 

岡山 

講師  
日本歯周病学会認定衛生士 

 今川 さえ 氏 

 

 

 

 
 

  

香川県保険医協会主催 

10月28日(日)  

9：30～12：30 
会場：ホテルマリンパレスさぬき 
〒760-0066 

香川県高松市福岡町2-3-4 

定員：50名 

参加費：会員 無料 
    未入会員 10,000円 

お問合せ：087-802-1335(香川県保険医協会) 

協賛イベント 

 

テーマ「歯周病が全身に及ぼす影響と医科歯科連携の歩み」 

 

講師：三辺 正人 先生 
 

神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 教授 

医科歯科連携に取り組まれ、特に歯周病と全身との関連については研究や著

書も多数。神奈川歯科大学新病院の医科歯科連携センターの初代責任者とな

る。口腔環境と関連する糖尿病、フレイル、認知症などの老年病の発症や進

行を遅らせ健康寿命を延伸するために、歯科と医科が連携して検査や保健指

導および診療を推進されている。 

参考著書 

生体と調和する歯周組織にやさしい

歯冠修復物 

(クインテッセンス出版) 

講師  

山手デンタルアート代表 

明倫短期大学臨床教授 

 遊亀 裕一 先生 

遊亀先生は歯周組織の状態を把握するため、歯科
衛生士と連携をとっていただける数少ない技工士

です。先生の講義を拝聴することで、自分自身

しっかり歯周組織と向き合い、もっと患者さんの
口腔内にあった技工物作成に必要な情報を送らな

くてはいけないと診療に対するモチベーションが

あがります。前向きな気持ちにさせていただける
素晴らしい遊亀先生のお話しを先生、技工士、衛

生士、スタッフで一緒に学びましょう。 

（東京都中野区）熊谷歯科医院 

歯科衛生士 塩浦 有紀 様より 

ご推薦 

高松 
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ＦＡＸ 申込書  ぺリオセミナーin高松・岡山 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・長野 

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 

20 9月２日 神奈川）遊亀 裕一先生 

21 ９月９日 神奈川）遊亀 裕一先生 

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 /５ 

  

 

web申し込み 

割引中！！ 

 

FOD ペリオセミナーは今年で6年、20回を迎えます。 

歴代の講師の先生方にはご多忙の中、 

高松・岡山にお越し頂き感謝いたします 

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 

 

早期割引期限 東京セミナー 2018年７月2日 

       岡山セミナー 2018年７月9日 

9月２日(日) 

遊亀 裕一先生 

９月９日(日) 

遊亀 裕一先生   

医
師 

歯
科 

衛
生
士 

技
工
士 

ス
タ
ッ
フ 

参
考
著
書 

医
師 

歯
科 

衛
生
士 

技
工
士 

ス
タ
ッ
フ 

参
考
著
書 

15000 
(13000) 

8000 
(7000) 

7000 
(6500) 

8600 
15000 
(13000) 

8000 
(7000) 

7000 
(6500) 

8600 

 ご氏名  
該当する項目

の○にチェッ

ク✔してくだ

さい。 

 ○ ○ ○ 冊数を 

ご記入 

下さい 

↓ 

○ ○ ○ 冊数を 

ご記入 

下さい 

↓  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○  ○ ○ ○  

岡山 東京 


