徳真会 新津診療所

おひさまだより 新春特別号

今号の
表紙

〒956-0023 新潟市秋葉区美幸町3-1-12-2

☎0250-24-6688

新潟

大阪

Niigata

新潟 年中無休
松村歯科 〒950-2023 新潟市西区小新495

☎025-201-1885

新津 年中無休
まつむら歯科 〒956-0023 新潟市秋葉区美幸町3-1-12-2 ☎0250-24-6688
荻川
おぎかわ歯科 〒956-0013 新潟市秋葉区田島字江端833 ☎0250-23-4880
水原 年中無休
まつむらデンタルクリニック 〒959-2033 阿賀野市百津町9-36 ☎0250-62-2151
津川
まつむらデンタルクリニック 〒959-4402 東蒲原郡阿賀野町津川674 ☎0254-92-0150
関川
松村歯科 〒959-3265 岩船郡関川村大字下関字宮越1417-1 ☎0254-64-1201
巻 年中無休
しらとり歯科 〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲4380-4

☎0256-72-1771

長岡

年中無休

Osaka

江坂
江坂歯科 〒564-0051 吹田市豊津町1-21エサカ中央ビル2F ☎06-6386-0233
年中無休

江坂第二歯科 〒564-0051 吹田市豊津町11-37

☎06-6310-7660

みのお 年中無休
みのおデンタルクリニック 〒562-0034 箕面市西宿1-11-5

☎072-749-2080

福岡

Fukuoka

博多
はかた中央歯科 〒819-0031 福岡市西区橋本2-25-7

中国

China

☎092-892-5134
(中国全診療所

厦門徳真会歯科センター 厦門市禾祥西路881号2楼

年中無休

）

☎86-592-2290088

上海徳真会口腔診所 上海市虹橋開発区興義路8号万都中心3Ｆ ☎86-21-5208-0208

松村歯科 〒940-2103 長岡市古正寺町29-3
まつむら第二歯科 〒940-0037 長岡市東栄1-2-33

☎0258-28-4108
☎0258-31-7202

柏崎 年中無休
まつむら歯科 〒945-0041 柏崎市松美2-270-1

☎0257-20-0310

高田 年中無休
まつむら歯科 〒943-0824 上越市北城町3-1-30

☎025-521-6780

蘇州高新区徳盛会口腔診所 蘇州高新区長江路436号緑宝広場3F-10 ☎86-512-6803-2501

上越 年中無休
まつむら歯科 〒943-0803 上越市春日野1-669

☎025-522-6001

無錫徳真会口腔診所
無錫市無錫新加坡工業園行創六路8号6～7欧陸風情広場B楼1F ☎86-510-85281121

宮城

☎86-21-6340-0270

上海浦東新区徳申会口腔診所 上海市浦東新区丁香路1198号靠芳甸路 ☎86-21-6856-1040

提携

Miyagi

青葉 年中無休
青葉デンタルクリニック 〒981-3213 仙台市泉区南中山1-27-28 ☎022-348-2125
青葉第二歯科 〒981-3328 黒川郡富谷町上桜木1-46-3 ☎022-348-1085
利府 年中無休
利府デンタルクリニック 〒981-0112 宮城郡利府町利府字八幡崎前83 ☎022-766-4130
名取 年中無休
名取デンタルクリニック 〒981-1221 名取市田高字神明273 ☎022-381-0921

Partnership

香港 Dental Implant ＆ Maxillofacial Centre
シンガポール TP Dental Surgeons Pte Ltd

株式会社ワールド・ラボ

駒込 年中無休
まつむら歯科 〒170-0003 豊島区駒込6-26-16サカガミビル3Ｆ ☎03-3949-8818
☎042-538-1088

WORLD LAB Inc.

新潟センター 〒956-0023 新潟県新潟市秋葉区美幸町3-2-25
大阪センター 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町11-37 2F
仙台センター 〒981-3328 宮城県黒川郡富谷町上桜木1-46-2
WORLD LAB U.S.A（ワールドラボ U.S.A） 12Mauchly Ave. Unit M Irvine CA 92618
Ultimate Styles Dental Laboratory 12Mauchly Ave. Unit M Irvine CA 92618
徳真会歯科制作（上海）有限公司 上海市普陀区同普路1175-2 3F

株式会社ゼネラルスタッフ

Tokyo

立川 年中無休
まつむら歯科 〒190-0003 立川市栄町2-67-3

上海市静安区大沽路386号

上海浦東新区徳清会口腔門診 上海市浦東新区金橋藍安路160号 ☎86-21-5030-7858
蘇州徳真会口腔診所 江蘇省蘇州市金鳥湖路88号蘇信ビル1F１単元 ☎86-512-6763-5720

いずみ 年中無休
いずみデンタルクリニック 〒981-8001 仙台市泉区南光台東2-11-26 ☎022-253-1588

東京

上海徳誠会口腔門診

本
社
新津本部
東京本部
大阪本部
上海本部

☎0250-23-2009
☎06-6190-2660
☎022-348-1206
☎1-949-727-0121
☎1-949-727-0822
☎86-21-5270-1325

GENERAL STAFF Inc.

〒950-2023 新潟県新潟市西区小新495
〒956-0023 新潟県新潟市秋葉区美幸町3-2-25
〒153-0063 東京都目黒区目黒1-6-17 目黒デュープレックスタワー14F
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町11-37
上海市静安区大沽路386号

☎025-201-1183
☎0250-25-2016
☎03-6431-9809
☎06-6310-6066
☎86-21-6340-0316

※掲載内容の無断転載・複写使用を禁止します。 医療法人 徳真会グループ

医療法人

徳真会グループ
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クリニックガイド

患者さまと徳真会グループスタッフのコミュニケーションジャーナル
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心がふれ合う、笑顔がこぼれる。

・理事長メッセージ 「謹賀新年～新年明けましておめでとうございます～」

ご自由に
お持ちください

１）受け入れ体制の拡充

政治も党利党略のレベルを超えて、
この溶けてゆ
く様相を呈する今日の日本の本質的改革を今年は
期待したいところです。

賀

ありましたが、二重権力構造と思われる現政権の弱

と思われます。

謹

1、患者様対応面

への対応がこれ以上遅れる事を危惧する人も多い

年

今年徳真会グループが取り組む課題と致しまして、

ピード感のある変化も見られるかと思われる点も
さと綻びも既に見え始め、山積する国内外の諸問題

新

新 年 明けまして

おめでとうございま す
昨年は政権が交代し、
自民党政権時代と異なるス

徳真会グループ
理事長 松村 博史

（1）年中無休体制（荻川、津川、はかた）
（2）診療時間拡大（立川、名取、青葉１）
２）専門医との連携の更なる強化による高度先端医療の充実
（インプラント、審美、歯周病、補綴、その他難症例等）
３）
スタッフ教育の強化による患者様満足度の向上
４）感染予防対策の徹底
５）患者様送迎車の実施（新潟地区）
６）仙台地区ＣＴ導入

今年は、八白土星の年で寅年であります。

２、組織運営面

八白土星は改革や刷新を象意としていますが、寅

１）世界へのネットワークの拡大

年は新しい政党の離合集散の多い年でもある様
で、日本の政治が毅然とした舵取り役となってもら
いたいと願うと同時に、我々国民1人1人が、内向き
志向ではなく未来へ向かって新たな改革や刷新を
行ってゆく気概を持ちたいものです。
昨年、徳真会グループでは、人材育成の強化を重点
的に行わせて頂きました。
「Human Dental Academy」のプログラムを充実さ
せ、一昨年完成した新潟市の研修センターを中心
に、組織全体で年間延べ1500時間にわたり技能教育、
マナー教育、社会人教育等に力を注いできました。
全国の大学や、他の医療機関からもスペシャリス
トの先生にも定期的に診療の現場へ入ってもらう
体制も充実させながら、現場の技術レベルの向上
を今迄以上に図ってまいりました。
人材育成は終わりの無いテーマでもありますが、
今年こうした努力が患者様の満足度の向上に繋が
る様期待しております。

（1）技工部門の新たなネットワーク拡大
（オーストラリア、ニュージランド、スコットランド、
トルコ、カナダ）
（2）世界各国からの技工物受注
２）香港インプラントセンターとの合作によるアジア
最大のインプラントセンターの開設
３）
「Human Dental Academy」の研修充実による
人財育成強化
（1）研修拠点の拡大（新潟地区、仙台地区、東京地区、
大阪地区、上海地区）
（2）研修プログラムの充実
昨年やり残した課題も含め、以上の様な課題に取り
組んでゆきます。
日本の医療機関として世界トップランナーの医療
機関になり得るべく、
日本人としての気概を持って、
今年もスタッフ一同努力してゆくつもりでおります。
お気付きの点がございましたら、何なりとお申し
出ください。
今年も、皆様にとってより良い年となります様祈
念致しております。

