
Perio navi  

歯周病関連検査 管理ソフトウエア 

歯周組織リスク 歯周病と全身リスク 

糖尿病 全身 

歯周ポケット炎症面積 

歯周組織検査を 正確に 効率的に 衛生的に  

  ・保険診療から歯周病学指導まで、必要な機能を選択 

  ・衛生と効率を両立させた音声入力で簡単・安全・記録者不要      

            

 

 

 

歯周病と全身のリスクをまとめて管理 

   ・歯周病原細菌、唾液、口腔機能などのデータを一元管理 

   ・糖尿病、フレイルなどのデータを記録し、口腔と全身を観察 

 

 

 

 

他社システムと連携して業務改善 

  ・紙記録、転記作業をなくして、業務をスムーズに 

  ・患者情報・検査データを連携して、情報をシームレスに 

  

ペリオナビ 

歯周検査の品質と安全性の向上を 

PISAで説明、HbA1c も 

作業のムダなし、ヒューマンエラーなし 

 

歯周炎分類 従来分類と新分類の分類支援機能 

 

歯周病原細菌検査 データの管理とチャート 

 

オンライン バージョンアップとライセンス更新 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険診療から歯周病学の指導まで目的に合ったソ

フト本体やオプションを選べます。 

ライトタイプは保険の３検査（ポケット６点/出

血/排膿/動揺度/プラーク）を簡単に迅速に。

ベーシックタイプは根分岐部病変/骨吸収など歯

周病学指針に準拠。歯周炎新分類項目のアタッチ

メントロス・リセッションや骨吸収量が記録で

き、骨吸収年齢比、PISA/PESAも自動で算出さ

れます。 

検査画面には前回の検査値が表示され、初診か

らのデータも確認しながら検査ができます。検

査の手順は検査者ごとに設定ができ、アタッチ

メントレベルはアタッチメントロス・リセッ

ションのどちらでも入力が可能。 

ペリオボイスは、歯周検査専用に開発した音声

入力システムで、検査値を発声するだけで、音

声認識して自動入力されます。検査者１人でも

口腔から視線と手指を離さず、正確に、効率的

に、衛生的に、検査と記録ができます。  

  

PPD/BOP/PCRなどの変化を手書きの記録用

紙から正確に読み取ることは困難です。ペリ

オナビでは前回との微細な変化や歯周炎度合

を入力と同時に分析し、色分けして表示しま

す。長期の経過もグラフで表示。 

検査後すぐに、検査結果データと変化をPCモ

ニターに表示してチャートでわかりやすく説

明できますので患者さんの理解度、信頼度が

高まります。 

プラークチャートなどは左右反転して印刷し

てお渡し、ご自宅で鏡に貼って指導部位を確

認しながらホームケアを行っていただきま

す。自己管理を定着させて歯周病を改善する

ための有効なツールになります。 

 

検査項目 

検査入力/音声認識 

結果の分析/説明/印刷 

433、323 

右上6番 

出血 排膿 

検査の入力画面（ポケット精密検査） 

初診～前回 

今回 

歯周検査表1 

今回・４回グラフ 

自動コメント 

任意コメント 
長期管理 

グラフ 

マウス・ペン・テンキーの 

同時使用も可 

必要な機能を選択 

Perio  

音声認識して 

復唱・登録 

ベーシックタイプ 

ライトタイプ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来の歯周炎の分類にAAP/EFPの新分類が加わ

り、日本歯周病学会は両方の併記を推奨されてい

ます。歯周病分類支援機能では登録された関連

データから、要素をまとめて表示します。 

JSP-Chart（日本歯周病学会資格認定申請ソフ

ト：FODで開発・提供）は、ペリオナビに蓄積さ

れた日常の検査データがそのまま利用できます。 

歯周炎分類の支援/資格認定申請JSP-Chart 

歯周病と全身リスク/各種検査データも一元管理 

歯周ポケット炎症面積 PISA/PESA 

歯周病と全身とのかかわりを記録するために、多

種の検査データが登録できます。 

・歯周病原細菌検査は従来の外部委託PCR検査

値の記録に加えて院内PCR検査の「orcoa」

を、 

・唾液は唾液検査装置「SillHa」を、 

・口腔機能は咀嚼、舌圧、咬合力などを、 

ペリオナビに登録して他の検査と合わせて観察す

ることができます。 

喫煙、糖尿病など、歯周病関連の生活習慣、全身

疾患のデータも歯周組織検査と合わせて、長期的

に管理します。 

検査結果を患者さんや医科に解りやすく伝えるた

めに多くのチャートフォームを用意しました。

レーダーチャートは歯周と全身のリスクを並べて

表示しますので、口腔と全身の相関が解ります。 

医療事務のムダをなくすために、主要レセコンか

ら患者原簿情報を受け取り、ペリオナビからは歯

周検査結果をデータで渡しますので、レセコン側

では再入力なしで、診療情報提供書や病名振分な

専門医 

認定医 

認定歯科衛生

PESAは歯周ポケットの総面積、PISAはBOPのあ

る炎症部分の面積です。患者さんや、連携する医科

にも解り易い歯周炎の度合を表す指標で、通常の歯

周精密検査6点法のPPDとBOPの入力だけで自動で

計算されます。チャートでは、PISA/PESAの面積

を実寸で表示し、それを身近な100円玉の枚数で表

します。医科歯科連携の共通言語になることを目指

しています。 

新分類 

従来分類 

炎症面積の変化 

炎症の大きさを100円で

歯周病と全身リスク レーダーチャート 

各種検査データ 

歯周病と全身リスク 歯周組織リスク 

navi  

PISA/PESAチャート 

〇〇さんの歯の周りには炎

症や潰瘍があり、全部で

100円５個分くらいの大き

さです。そこから歯周病細

菌が全身に回っていきす 



製品のセットアップ・維持管理 

ペリオナビは購入者がセットアップと維持管理を行うパッケージソフト

製品です。お送りするライセンス付きDVDでお手持ちのWindowsパソ

コンにインストールしてご使用ください。パソコンが壊れた場合は正常

に動くパソコンに、初期と同様にセットアップしてからバックアップを

戻せば使用できます。オンラインでバージョンアップやライセンスの更

新が可能です。ご不明な点はインターネット接続でサポートします。 

ソフトウエア使用環境 

 対応OS  

Windows 10/8.1  

各32/64ビット対応 

 PC  

CPU：Core i５以上  

メモリ/4GB以上 サーバ、ペリオボイス用PCは８GB以上を推奨 

＊他システムとのサーバPCの共用は不可 

 インターネット接続は必須 常時接続ではなく必要時のみの接続で可 

    

連携する 主要レセコン/検査機器/X線メーカー 

 歯科医院仕様 （青文字は歯周検査結果データも連携するメーカー） 

㈱ノーザ デンタルシステムズ㈱ ㈱アイデンス オプテック 

㈱OEC ササキ㈱ ㈱ミック ㈱ヨシダデンタルシステム 

東和ハイシステム㈱ ㈱デンサン  ㈱アキラックス 

サンシステム㈱  

アークレイ㈱ ㈱アクシオン・ジャパンほか 

 病院/大学仕様  

㈱OEC キャノンメディカルシステムズ㈱ ㈱富士通システムズ 

＊連携内容はメーカーで異なりますのでホームページでご確認ください。 

 レセコン側の設定はレセコンメーカーにご依頼ください。 

歯周組織検査 ベーシック（ライト：青枠） 歯周病と全身のリスク管理 

ポケット 1 ～ 6点任意  1 ～ 16ミリ 歯数 現在歯数 

出血・排膿・歯石 1 ～ 6点任意 有/無 
歯周病原細菌   

菌数/総菌数比率 

動揺度 Miller 0 ～ 3度 固定歯表示 ＊orcoa値 チャート 

プラーク O’Leary  4面 有/無 う蝕リスク デントカルト 

根分岐部病変 Lindhe なし ～ Ⅲ度 

 

唾液 

唾液量/ph 

アタッチメントレベル 

＊リセッション 
1 ～ 16ミリ 

アークレイ：SillHa 

ライオン：SMT 

＊骨吸収量 骨吸収率/骨吸収年齢比 バナペリオ/サリバテスト 

ペリオテスト - 8 ～ 50 ＊舌圧（JMS) 

コンタクト 50/110/150 ㍈ 咀嚼力（グルコセンサー） 

咬合性外傷 有/無 咬合力（プレスケール） 

＊付着歯肉  1 ～ 6点任意 ミリ 口臭 オーラルクロマ 

角化歯肉 有/無  1 ～ 6点任意 ミリ 全身 BMI/アレルギー 

不適合修復物 有/無 糖尿病 HbA1c/高感度CRP 

＊ポケット炎症面積 PISA/PESA  喫煙 喫煙本数 

口腔機能    

＊フレミタス 有/無   

検査・記録項目一覧 

2021/Sept. 

 

使用環境 

詳しくは、FODホームページ  https://fod.jp.net  をご覧ください。 

コロナ禍、Zoomでの説明や導入相談を行っております。お問い合わせ

はホームページ内問い合わせ、または､E-mailでお願いいたします。 

 
  

 ソフトウエアの企画・販売・学会研究対応・セミナー企画運営 
      株式会社 FOD    香川県高松市今里町1-534-1         
     ・E-mail info@fod.jp.net ・TEL  050-3612-4351 

    

 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   
    株式会社 DSC   宮崎県宮崎市神宮東2-10-28-507  

新規/改良機能 （2021年後期） 

① 歯周組織検査 項目追加 

  ・アタッチメントロス・リセッション検査機能 

  ・骨吸収/骨吸収年齢比・付着歯肉・フレミタス 

② 歯周病原細菌検査データ管理 

  ・orcoaデータ管理 専用チャート 

③ 口腔機能検査データ管理 

  ・舌圧/咀嚼/咬合  

④ 歯周炎分類支援 

  ・従来分類/新分類 

⑤ PISA/PESA 

  ・歯別データ表示 

⑥ 大学/研究バージョン 

  ・研究用CSV出力 JSP-Chartファイル整理・統合機能 

  ・ペリオボイス 録音メモ ワイヤレスヘッドセットマイク 

⑦ オンライン サポート 

  ・専用窓口・バージョンアップ・ライセンス更新 

News 

期間限定製品 

  （お問い合わせは https://00m.in/perio100） 

Perio navi for orcoa  

 ① 歯周病原細菌検査の管理に必要な機能をコンパクトに集約 

 ② お得なorcoa本体とのセットもあります 

P.g菌、Ⅱ型 グラフ 

歯周組織検査表 

＊ 新規/改良機能 

機能選択と導入費用・継続使用料 

製品仕様 


