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WORLD LAB U.S.A.(ワールドラボ U.S.A.)
Ultimate Styles Dental Laboratory
Global Management Inc.

☎1-949-727-0121
■ ワールドラボU.S.A. : http://www.worldlabusa.com/
■ Ultimate Styles : http://www.ultimate-dl.com/
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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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※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 

クリニックガイド

徳真会グループ

新潟
松村歯科　〒950-2023 新潟市西区小新495　 ☎025-201-1885
新津
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833 ☎0250-23-4880
水原
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
しらとり歯科　〒953-0041 新潟市西蒲区巻4380-4　 ☎0256-72-1771
長岡

松村歯科　　　　    〒940-2103 長岡市古正寺町29-3　 ☎0258-28-4108
まつむら第二歯科　　　　〒940-0037 長岡市東栄1-2-33　 ☎0258-31-7202
柏崎
まつむら歯科　〒945-0041 柏崎市松美2-2-38　 ☎0257-20-0310
高田
まつむら歯科　〒943-0824 上越市北城町3-1-30　 ☎025-521-6780
上越
まつむら歯科　〒943-0803 上越市春日野1-669　 ☎025-522-6001

新 潟 Niigata

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

宮 城 Miyagi

いずみ
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
青葉
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
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
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

本　　社　〒950-2023 新潟県新潟市西区小新495 ☎025-201-1183
新津本部　〒956-0023 新潟県新潟市秋葉区美幸町3-2-25 ☎0250-25-2016
仙台本部　〒981-3328 宮城県 黒川郡富谷町上桜 木1-46-2  ☎03-6431-9809 
東京本部　〒153-0063 東京都目黒区目黒1-6-17目黒プレイスタワー14F ☎022-348-1206 
上海本部　　　　　　 上海市静安区南京西路555号218室 ☎86-21-6340-0316

株式会社ゼネラルスタッフ GENERAL STAFF Inc.

年中無休

福 岡 Fukuoka

博多
はかた中央歯科　〒819-0031 福岡市西区橋本2-25-7 ☎092-892-5134

提 携クリニック Global Network

香港　　　　   Dental Implant ＆ Maxillofacial Centre　
シンガポール　 TP Dental Surgeons Pte Ltd
スコットランド　Oak Tree Dental Centre
オーストラリア　Dental Clinic @ World Tower
東京     眞坂歯科医院

WORLD LAB Australia　　 Suite 5 / 1st Floor 681 Burke Road Camberwell Vic 3124 Melbourne, AUSTRALIA ☎1-300-670-585
WORLD LAB Hawaii　　1441 Kapiolani Blvd, Suite 517 Honolulu, HI 96814 U.S.A. ☎1-808-291-1831
WORLD LAB Scotland　25, Blythswood Square, Glasgow G2 4BL, United Kingdom ☎0141-248-1212 
WORLD LAB Canada   　#105-6900 Nicholson RD,Delta B.C CANADA, V4E3G5 ☎1-604-897-6102 
WORLD LABHongKong  

WORLD LAB Global Networkワールド・ラボグローバルネットワーク

新潟センター    〒956-0023 新潟県新潟市秋葉区美幸町3-2-25 ☎0250-23-2009
大阪センター　〒564-0051 大阪府吹田市豊津町11-37 2F ☎06-6190-2660 
仙台センター　〒981-3328 宮城県黒川郡富谷町上桜木1-46-2 ☎022-348-1206 
東京センター　〒153-0063 東京都目黒区目黒1-6-17 目黒プレイスタワー1F ☎03-6431-9239 
WORLD LAB U.S.A （ワールドラボ U.S.A）　12Mauchly Ave. Unit M Irvine CA 92618 ☎1-949-727-0121
Ultimate Styles Dental Laboratory　　12Mauchly Ave. Unit M Irvine CA 92618 ☎1-949-727-0822
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 ☎86-21-5270-1325 

株式会社ワールド・ラボ WORLD LAB Inc.

年中無休中 国 China

厦門徳真会歯科センター　　　 厦門市禾祥西路881号2楼 ☎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
上海徳誠会口腔門診　　　　　上海市静安区南京西路555号225室 ☎86-21-6340-0290
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
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
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
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
無錫徳真会口腔診所
 ☎86-510-85281121
Branemark Osseointegration Center　上海市南京西路1376号上海商城西峰368室 ☎86-21-6289-8101

(中国全診療所 　　　　）

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

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

東 京 Tokyo

駒込
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
立川
まつむら歯科　〒190-0003 立川市栄町2-67-3 ☎042-538-1088
目黒
USTIINY(アスティーニ)　 〒153-0063 目黒区目黒1-6-17目黒プレイスタワー1F ☎03-6431-8633
先端歯科医療研究所　〒153-0063 目黒区目黒1-6-17目黒プレイスタワー12F ☎03-6431-8259
稲城
わかば台デンタルクリニック　〒206-0824 稲城市若葉台3-12-1 ☎042-350-5671

大 阪 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
江坂第二歯科　　　　　   〒564-0051 吹田市豊津町11-37 ☎06-6310-7660
みのお
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

年中無休

年中無休

年中無休

www.tokushinkai.or.jp

ご自由に
お持ちください



徳真会グループ
理事長 松村 博史
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中国では、古来より物事を二律対比で表現する知

恵を持っていました。

陽と陰

昼と夜

善と悪

幸と不幸

といった対比です。

そして、「陰極まれば陽となり、陽極まれば陰と

なる」といった言葉にも有る様に、これらの二極

はひとつの円のサイクルの中に有って、極まれば

互いに遠くなる直線的要素ではないという考え方

です。

人口減の問題ひとつとっても、日本は2007年の1.28

億人をピークに人口減にはいり、2046年に1億人を割

り、2100年には4771万人になるという統計予測が出

ていますが、逆に、東京オリンピックが開催された翌

年の1966年に日本の人口が1億を超えた事、そして、

日露戦争(1904～1905)を戦った頃の日本の人口は4700

万人くらいだった事を考えれば、一人一人の日本人の

活力さえ取り戻せば、現状の日本をどうにでも出来る

人口が、この国にはまだまだ長期的に見て有る訳です。

また、年齢構成が逆ピラミッドである事も、理屈から

言えばマイナス要素ではありますが、65歳以上が高齢

者と考える固定概念を取り去れば、実質的な現役世代

の層は広がる訳です。

そもそも、人間にとって生涯現役が本来の姿ではない

でしょうか。

実際、65歳以上の人で自分は老人であると思っている

人は少ない筈です。

加齢とともに身体上の障害は起こり易くはなりますが、

65歳を過ぎても心身共に元気な中高年の活躍の場を増

やしていく社会とすると共に、我々中高年も、若い世

代と共に生涯現役の気概を持って日本を活力有る国家

にしてゆこうではないですか。

下り坂に向かう兆しは最盛期に現れ

新しきものの
たいどう

胎動は衰退の極に生ずる

という言葉があります。

今日の日本を衰退と言うならば、その予兆は既に

1960～1980年代にあった筈ですし、また、衰退と言

われる今こそ、新しい
たいどう

胎動がどこかで必ず起こってい

る筈です。

ただ、大多数の人達がその事に気づいていないだけな

のではないでしょうか。

今こそ、日本人としての気概を持って、皆で日本を活

力ある国へ再生しようではありませんか。

元気を出して！！

この考え方でいくと、有名な「
さいおう

塞翁が馬」の教え

の様に、｢幸せは不幸の前兆｣であり、逆に｢不幸は

幸せの前兆｣という考え方にもなります。

現在の日本は、何かやたらとマイナスの要素だけ

がことさら大きく取り上げられ行き場の無い閉塞

感が重く漂っていますが、これは日本の指導的立

場にある人達の視野、思考、そして志のレベルに

起因しているのではないでしょうか。
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外観写真

グループトピックス TheÊlatestÊnewsÊ
isÊpublished.Ê GroupÊtopics

03 04

　11月27日、徳真会グループ先端歯科医療
研究所にて、「勤務医としての歯科医師の
未来 - 歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士
の近未来 -」を議題とし、公開フォーラム
を開催いたしました。
　公開フォーラムは、歯科界はもちろん、
日本の社会に強いインパクトを持ち、歯学
部と歯科衛生士科および歯科技工士科（現
在、4年生大学　口腔保健学科、口腔保健
工学科）の3学科を有している東京医科歯
科大学のトップ４名をお招きし、座談会形
式で行われました。        
＜フォーラム講演者＞
東京医科歯科大学     歯学部長　　　　　田上順次教授
東京医科歯科大学     歯学部教育委員長　 荒木孝二教授
東京医科歯科大学     口腔保健学科長　 品田佳代子教授
東京医科歯科大学　  口腔保健工学科専攻　 鈴木哲也教授
徳真会グループ　代表　松村博史
司会：徳真会グループ　先端歯科医療研究所　        
 研究部門　中村幸生
        

　日本の歯科界に明るい未来が訪れるよう、
今後も継続してこのような場を設けていき
たいと考えております。

2011•11•27    
先端歯科医療研究所にて公開
フォーラムを開催

2011•12•1    
わかば台デンタルクリニックオープン

2011•12•5    
仙台地区TQC（トータルクオリティー）大会　　　　　　　　　　　　   コントロール

2011•12•26    
全エリアTQC（トータルクオリティー）大会　　　　　　　　　　　　   コントロール

2011•12•28    
『 アポロニア21』1月号に掲載
されました

　12月5日に、仙台地区TQC大会が名取デ
ンタルクリニックにて行われました。
　今回は、歯科医師、歯科衛生士、歯科技
工士、計10名の発表があり、日々の臨床に
おける成果や取り組みについて意見交換が
行われました。
　また、審査員として東京医科歯科大学の
名誉教授であり、また東京女子医科大学先
端生命科学研究所の客員教授の石川烈教授
と、東北大学大学院歯学研究科歯学部教授
の笹野高嗣教授をお招きし、発表に対して
のご指摘やコメントを頂きました。
　グループ内での知識・技術の共有を図る
ことができ、互いに刺激し合えた貴重な時
間となりました。また、発表後は石川教授
から貴重な講演を賜りました。
　今回学んだことを、今後の診療の現場で
活かせるようスタッフ一同努めてまいりま
す。

　2011年のTQC大会が新潟のホテル泉慶に
て開催されました。
 各エリアの診療部門・技工部門のスタッ
フが一年間の改善報告や、今後の展望を発
表しました。発表者に対しては疑問点に対
する質問だけでなく、アドバイスを含めた
指摘もあり、日頃の活動内容を見直し、問
題意識を高める良い機会となりました。
 また、橋幸夫さまより、神秘の世界（目
に見えないスピリチュアル感覚）、患者さ
まを考えた思いやり（ホスピタリティ）、
人間は魂を進化させるために生きているこ
となど、大変貴重なご講演を頂きました。
　難しい課題に取り組み、成果を挙げてい
る発表を聞くことで、グループ全体で改め
て風土を見直していこうという意識を共有
できました。
　また、組織に貢献し表彰されたスタッフ
が多数いることを実感し、今後の組織発展
のために日々の努力が重要であることをス
タッフ一同再認識しました。

　2012年1月1日に発刊の『アポロニア21』

1月号に、11月27日に徳真会グループ先端

歯科医療研究所にて行われた公開フォーラ

ム「勤務医としての歯科医師の未来」につ

いての内容が掲載されています。

　記事では、東京医科歯科大学の田上教授、

荒木教授、品田教授、鈴木教授、徳真会グ

ループの松村理事長、顧問の中村先生によ

る今後の歯科界の展望についての対談が8

ページに渡り、掲載されています。

　ここ数年、歯科医師がワーキングプアで

あるとして取り上げる報道が増え、さらに

一部の歯科医師がニート的な状態であるこ

とが指摘されています。

　この問題を日本最大の歯科医療グループ

である当グループが社会問題として取り上

げ、解決の糸口を探る対談内容となってお

ります。

　東京都稲城市に日本最大規模となるわか
ば台デンタルクリニックがオープンいたし
ました。
　わかば台デンタルクリニックは、先端歯
科医療機器を備えていることはもちろん、
吹き抜けの開放感あふれる待合室をはじ
め、患者さまにくつろいで診療を受けて頂
けるようにさまざまな設備を完備しており
ます。
オープン前日に行われた内覧会では、お子
さまからご年配の方まで、延べ350名以上
の幅広い年齢層の方にお越し頂きました。
　地域の皆さまに愛され、地域に貢献でき
るクリニックづくりを目指していきたいと
考えております。
　皆さまのご来院を心よりお待ちしており
ます。

◆わかば台デンタルクリニック クリニックサイト

www.tokushinkai.or.jp/clinic/wakabadai/index.html

2012•2•9    
徳真会グループがテレビ番組
「カンブリア宮殿」に出演

　2月9日にテレビ東京系列で放送された「

カンブリア宮殿」で、徳真会グループが取

り上げられました。

　この番組は、作家の村上龍さんと女優の

小池栄子さんがさまざまな経済人を迎えて

その人物に迫るトークを展開し、経済を分

かりやすく伝える情報番組です。

　この番組にて歯科業界を取り上げること

は初めてのことであり、徳真会グループの

理念や、特徴などを紹介して頂きました。

　この番組の内容は、テレビ東京番組ホー

ムページにて、無料で視聴できます。

未放送部分を含めたスタジオトークもご覧

いただけますので是非、ご覧下さいませ。

◆「カンブリア宮殿」　番組ホームページ
www.tv-tokyo.co.jp/cambria/index.html

◆内容
■「終身雇用制」「保育施設完備」の巨大法人!?
■緊急報告・開業医の経営危機
■医科発・唾液で分かる健康傾向
松村博史／田上順次／岡澤美江子／齋藤忠／
在日米国商工会議所ほか。

『アポロニア21』
発行　日本歯科新聞社
毎月１日発行（年間12冊）
B5判・176ｐ
１冊1,995円（税込）
◆特集
　開業医、勤務医の明日



TrainingÊ&ÊAcademy
HumanÊDevelopmentÊAcademy ヒューマン・ディベロップメント・アカデミー

インプラントベーシックコース 
ワールドラボ仙台　センター長 竹内 康寛

林直樹さんハンズオンレクチャー
ワールドラボ東京　センター長 朝倉 英次利府診療所　歯科衛生士　西城 友味

2011.11.18

2012.1.20
2011.12.15

フォト講座
みのお診療所　歯科医師　古市 健吾　

山田矯正タイポドント研修

講師：
プロカメラマン　小嶋 三樹先生

講師：
ワールドラボUSA　Ultimate Styles　林 直樹さん

講師：朝日大学歯学部　口腔インプラント科
田辺 俊一郎准教授

講師：日本矯正歯科学会終身認定医
　　  終身指導医　山田 勳先生

　普段診療所内でカメラを使う場合でも、設定や光量の加減で写
り方やピントに差が出ることが疑問だったので、そういう場合の
解決策がわかり、とても勉強になりました。今後はよりスムーズに
写真を撮影して、患者さまの負担を軽くしていきたいと思います。
また、プライベートでも、より自分が感じたままの写真を撮ること
ができるように、カメラの設定を色々変えた写真も撮りたいです。
今回は貴重な研修に参加させていただきありがとうございまし
た。モノクロ写真にも挑戦してみたいと思います。

　レクチャーでは口拡器の使い方やいかに患者さまへの負
担を軽減し、歯の表面部の特徴をとらえた写真を撮れるかに
ついてを学ばせて頂きました。
歯の乾燥によって表面の形状の見え方が変わってくる為、診
療の最初にシェイドテイク（歯の色の確認）を行うということ
や患者さまとのコミュニケーションのとりかたなど、実践的な
ポイントを細かく教えて頂きました。
　また、基本的な一眼レフカメラの光バランスについての設
定の仕方は以前より学びたかった事でしたので実際に大変
わかりやすくレクチャーをしていただけて感謝しております。
今後の業務へ取り込み実践していけるようにしてまいりま
す。

巻診療所　歯科助手　大坪 綾香

2011.11.15

紀里谷和明氏ワークショップ

講師：
映画監督　紀里谷 和明氏
                    

　今回の紀里谷氏のワークショップに参加させて頂いて、今まで
の自分たちの考えを改めさせられるような刺激的なお話をたくさ
ん伺うことができました。
中でも、「何かおかしいと思ったら行動に移す」というお話が心に
残りました。14歳で渡米したという紀里谷氏の経験からは、与え
られるものをそのまま受け入れるのではなく、すべてのことに対
して自分の思想を持ち、その思想に基づいて行動しなければなら
ないということを学ぶことができました。
　また、「記号化は危険なこと」というお話も印象に残っていま
す。「自分」というものを表現するための言葉が記号化されてい
て、私たちには表現力がないのだということに初めて気づかされ
ました。
　これからは日々の診療のなかで、受け身な姿勢でいるのではな
く、現状否定を忘れずに「考えて行動」していきます。

巻診療所　歯科助手　白倉 朋美

2011.11.24

接遇・電話コンテスト

講師：コミュニケーション・マナー・インストラクター
松尾　友子先生　川本　真弓先生
                    

　今回はチャンピオン大会とのことで経験のある方々が多数の中
で、巻診療所から計6名参加させていただきました。
普段どおりにと思っていましたが、海外からの患者さまを迎える
というめずらしいシチュエーション、見られているという緊張の中
で行うのは想像以上に難しく普段どおりにすることが1番大変な
のだと感じました。
また、緊張をしているといつもの癖や言い方がつい出てしまった
り、姿勢が緩んでしまったりといつも患者さまに見られていると
いう自分の自覚の足りなさをあらためて実感した1日でした。
1日の中にたくさん来てくださる患者さまという見方ではなく、1
本の電話にこめる思い、１人の患者さまに注ぐ思いやりの接遇を
スタッフそれぞれが見直し、ますます精進していく所存です。

2012.1.3

11月～1月の主な研修 紀里谷氏ワークショップ、接遇・電話コンテスト、フォト、第五回インプラントベーシックコース、電話・クレーム研修、山田矯正
タイポドント研修、林直樹さんハンズオンレクチャー

　今回の内容は「印象採得～テンポラリー製作(歯型を取って仮
歯を製作すること)」でした。午前中はオープントレー法(インプラ
ント製作時の歯型の取り方)で印象採得～模型製作までの実習
と講義が行われました。
　午後からは出来上がった模型上でプロビジョナルレストレー
ションの(仮歯)製作を致しました。各種アバットメント(インプラン
トの支柱部分)の選択基準やその応用方法、噛み合わせ調整時の
注意事項等を非常に解りやすく教えていただき大変勉強になり
ました。
　今回学んだ事を確り現場で活かし組織へ貢献して参ります。

長岡診療所　歯科受付　長谷川 真弓

2011.12.27 講師：コミュニケーションマナー・インストラクター
松尾 友子先生　川本 真弓先生

　電話応対では、顔が見えない分、声に抑揚をつけて相手が分

かりやすいように話すことが重要だと感じました。正確・迅速・

丁寧・親切を常に心掛けていきます。

　クレーム応対では、相手が何を訴えているのかを迅速に読み

取り、的確な応対をして二次クレームに繋がらないように努めて

まいります。本日学んだことを明日の診療から活かしてまいりま

す。

電話・クレーム研修

こう かく き

　実際の診療、シミュレーション、カウンセリングを見学させ

て頂きましたが、説明は理論的で的確で説得力があり、非常

に勉強になりました。また、学術的だけでなく実践的で即日

参考になる内容でした。座学は分かりやすく、背景にある知

識と経験の深さが想像でき、非常に興味深いものでした。

　研修終了後の懇親会では、山田先生に加え各エリアの歯科

医師とも親交が深められ、実りある研修会となりました。狭い

といいながらも、歯科医学の広さと深さを感じた2日間でし

た。

　今回学んだことを日々の診療に早く生かせるように努力い

たします。

つな
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徳真会グループ顧問
先端歯科医療研究所　研究部門　主任

オスロ大学（ノルウエー）客員教授
東京医科歯科大学　非常勤講師
東京女子医大　非常勤講師          
　　　
取得専門医
日本歯内療法学会専門医，指導医
日本歯科保存学会専門医，指導医
日本レーザー歯学会認定医，指導医オスロ大学との戦略的産業連携

医療法人 徳真会グループ

先端歯科医療研究所
研究部門

Division and Research and Development,
Inst i tut ion for Advanced Dental  Sciences

www.ustiiny.jp

～患者さまから信頼されるパートナークリニックとして～
Creating the next value of dental services, together with our patients.

2011年4月１７日 東京・目黒にオープンいたしました。

アスティーニ デンタル インスティテュート

アスティーニの審美歯科

先端的歯科治療

第３回

www.ustiiny.jp

診 療 時 間 　 年 中 無 休
a.m.top.m.　

A D D R E S S
〒 1 5 3 - 0 0 6 3  東 京 都 目 黒 区 目 黒 1 - 6 - 1 7
目 黒 プ レ イ ス タ ワ ー 1 F

9：00～13：00
15：00～19：00

実際の症例～上顎前歯4本のラミネートベニア～

明海大学歯学部口腔外科学第１講座 非常勤講師
日本口腔インプラント学会会員 認定インプラント専門医
Academy of Osseointegration ActiveMember
日本顎咬合学会会員 咬み合わせ認定医
日本歯科保存学会会員
日本歯周病学会会員

目黒通り

権之助坂

西口西口

目黒目黒

ファミリーマート

日出学園

三井住友銀行

セブンイレブン

目 

黒 

川

USTIINY

目黒プレイスタワー

大鳥神社

下目黒
小学校山

手
通

り

312

目黒新橋

セイジョー

USTIINY

アスティーニ デンタル
インスティテュート

SHUHO FUJII, D.D.S.,  Ph.D.

先生方のご講演の内容

　徳真会グループは、明日の歯科医療に有効な
新たな知識・技術を切り開くため、戦略的な産学
連携を進めていきます。その第一歩として、先端
歯科医療研究所は、オスロ大学歯学部の臨床歯
学研究所と共同研究を行っていくことになりまし
た。オスロ大学は、1811年に設立されたEUを代
表とする名門大学です。世界大学ランキングには
常に上位にランクされ、またノーベル平和賞を取
り仕切る大学としても有名です。
　右の文書は、徳真会グループの中村幸生顧問
をオスロ大学客員教授として迎え入れるという
しょうへい
招聘状です。

中村先生
　昨年より、本学歯学部　生体材料学科の客員教授として先生を

しょうへい
招聘いたしておりましたが、客員教授としての期間を2015年9

月末まで延長することをご連絡申し上げます。中村先生が顧問をつとめておられる、医療法人徳真会グループ先端歯科医療研究
所と、本学歯学部が末永くお互いの交流を深めながら、臨床応用可能な価値ある研究を行ってまいりたいと願っております。
　特に、「

しゅうふくぞうげしつ
修復象牙質（虫歯などにより刺激を受けた時に、生体の防御反応として作られる歯の硬組織）が形成される間の、歯に関

連する遺伝子の発現と機能」についてや、また新しく「再生歯学におけるアメロジェニン（たんぱく質の一種）」についての共同研究
も開始したいと考えております。日本で最も名声のある歯科グループの1つである徳真会グループと共に

りんしょう
臨床研究に寄与できるこ

とはまことに喜ばしいことであります。
　中村先生には、本学客員教授として、本学科の歯科スペシャリスト養成講座をご指導頂くと同時に、本学歯学部の学生に「

ぞうげ
象牙

質（歯の主体をなす
こうそしき

硬組織）の再生と
しないちりょうがく　
歯内治療学」の分野についてもご講義頂くことを検討しております。

この共同研究が、有意義で素晴らしいものとなりますよう、また、私どもの研究機関と、また、日本とノルウェーのよりよい関係を築
き上げますよう願っております。

日本語翻訳文

オスロ大学の講堂

オスロ大 学（ノル ウェー）との 共 同 研 究について
　審美歯科は、従来の虫歯や歯周病といった、歯や歯ぐきの病気を治すことのみならず、美しく健康な歯や歯ぐきを回復する事を
目的としています。そして、審美歯科は美しい歯や歯ぐきを作るばかりではなく、美しい笑顔を作り、精神的にも大きな恩恵をもた
らすことを願って取り組む治療と位置づけています。
　具体的にはオールセラミックスレストレーション、ハイブリッドセラミックスフィリング、ラミネートベニアといった歯の審美修復
処置はもちろん、天然の歯のホワイトニング、ブリーチング、加えて歯ぐきのガムピーリング、必要であれば部分矯正や歯が欠けた
部分には審美的にインプラントを仕上げるといった、お口の状態に適した治療法を組み合わせて治療を行います。

2.仮歯の撤去時。中切歯２本の
　歪みを補正するために削るた
　め、周囲の歯ぐきには炎症が
　認められます。ご本人の希望
　等を出来るだけ詳しく伺い、
　より詳細なカウンセリングを
　行います。

4.仮歯を試しに入れた上で感想
　を伺い、さらに調整を加える
　ことで患者さまの望まれる
　「審美的な前歯」のイメージ
　を共有化していきます。
　

6.完成したラミネートべニア装
　着時のお口の中。希望でもあ
　った自然観な「審美的な前歯」
　に仕上がりました。

患者さまによりご満足頂ける審
美性が得られるよう、歯科技工
士、歯科医師、歯科衛生士が患者
さまとご相談を繰り返しながらオ
ーダーメイド治療を行います。

DT.:M.Fukumoto
DH.:Y.Kashiwagura
Dr.S.Fujii D.D.S.,Ph.D.

Produced by USTIINY DENTAL CLINIC

1.他クリニックで治療中、最終
　的な仕上がりに不安を抱きご
　相談に来院しました。既に前
　歯４本は仮歯の状態でした。

3.実際にセラミックの歯を製作
　するテクニシャン（審美専門
　の歯科技工士）とディスカッ
　ションを行い、患者さまの意
　見を取り入れながらイメージ
　の異なる新しい仮歯を二種
　類用意しました。

5.患者さまの希望を具現化した
　ラミネートべニアの完成。

審美歯科は、単に見せかけの美しさを求めるものではいけません。
医学的背景をベースに健康美を目標とし、総合的な知識と技術を結
集し、パーフェクトスマイルの実現を目指しています。
美しい笑顔を手に入れ、自分の笑顔に自信を持つことは、あなたの
人生をより豊かにし、可能性を広げてくれるのではないでしょうか？

藤 井 秀 朋
アスティーニ の

審 美 歯 科

※ご興味のある方は、お気軽にスタッフにお尋ねください。



診療所
訪問

● 第11回 ●

すべての患者さまに満足して頂けるクリニックを目指して
当クリニックでは、患者さまお一人お一人の立場に立って明るく元気なサービスを
提供してまいります。スタッフ一同皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

個室もご用意しております

集中
治療可

担当医
指名可

車椅子
対応

往診車
稼働

一般
歯科

小児
歯科

口腔
外科

矯正
歯科

審美
歯科

歯周病
治療

レーザー
治療

インプ
ラント

予防
歯科

患者さまに安心して治療を受けていただける
診療所を心掛けております

どんな悩みでもご相談下さい

無理のないやさしい治療
分かりやすい説明と、丁寧な治療をご提供いたします。
お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

〒981-1221 宮城県名取市田高字神明273　☎022-381-0921

午　前
午前9時～午後1時

（受付時間：正午12時まで）

午後3時～午後8時半
（受付時間：午後7時半まで）

午前9時～ 午前12時半
（受付時間：午前11時半まで）

午前2時半～午後8時
（受付時間：午後7時まで）

■診察時間

午　後

月～金 土・日・祝日

虫歯治療に関する疑問や不安、またホワイトニングなど、気になることや興味のあることなど、
何でもお気軽にご相談下さい。

小さいお子さまをお連れの患者さま、ゆったりと診療を受けたい患者さまなど、お気軽にお申し
つけ下さい。

歯の色や歯並びが気になるなど、どんな些細な事でも遠慮なく
お尋ね下さい。

名取デンタル
クリニック
http://www.tokushinkai.or.jp/clinic/natori/

患 者 さ ま か ら の 声 を お 伝 え し ま す

10

交 流 ひ ろ ば
ありがたい
ご指摘

OPINIONS

COMMENTS

うれしい
お言葉

　

　

　

　

　

　

　

ご意見・ご要望はこちらへ　www.tokushinkai.or.jp/cgi-bin/inquiry.cgi

　どの歯をどういう処置をするのか話してくれるが、

説明が早すぎて聞き取ることができません。

鏡を見て説明して欲しいです。

「お任せ」という感じがして不安でした。

　診療室（個室）の装飾用テーブルにいつもホコリ

があるのが気になります。

些細な点ですが、診療室ですとチリひとつない状態

が好ましいと思います。

歯周病治療
歯周病は進行しても痛みが出にくく、
自分では気づきにくい病気です。

検査でや歯石・歯垢除去など、定期的に
お口の中のメンテナンスを行うことで
予防・早期治療に努めましょう！

定期メンテナンスのお知らせ

歯周病や虫歯の予防・早期発見には
お口の中のメンテナンスが重要です。
当クリニックでは、メンテナンスの
時期を定期的にハガキでお知らせし
ています。

　この度は、ご来院頂きましたのに治療に対して不

安な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません

でした。

　私共の診療所では、各診療台ごとにレントゲン

写真の見られるモニターおよび手鏡を配置してあり

ます。

治療についてのご不明な点やご不安な点はお気軽

にご質問下さい。

　また、治療は、スタッフとのチームプレーでさせ

ていただいています。

担当歯科医師に聞きにくいときには、歯科助手や

歯科衛生士も可能な限り対応いたします。

　今後はより一層ひとりひとりの患者様を大切に

し、

治療の内容がご理解いただけるまでの説明を徹底

していきます。ご指摘、ありがとうございました。

｠

（名取診療所　院長　力田正行）

　この度は、掃除の徹底がなされておらず、患

者様に不快な思いをさせてしまい大変申し訳ご

ざいませんでした。

　医療機関として清潔であるべきを徹底してい

なければいけないのは認識しております。

各ユニットの清掃は担当者を決めて、毎日清掃し

ております。　

　ご指摘いただいた点に関しましては、スタッフ

全員で話し合い、徹底した清掃ができるように

再確認して参ります。

ご指摘ありがとうございました。

（立川診療所　院長　山中千里）

こちらの歯科医院は、待合室にマッサージチェアやドリ
ンクコーナーなど、他にはないサービスが充実していて、
待ち時間があっても有意義に過ごすことができます。 
（新潟県長岡市　40代男性）

もう１０年以上通っているけど歯が悪くならないのはみ
んなのおかげです。どうもありがとうございます。
（豊島区駒込　80代男性）

東京に引っ越すことになり、どこの歯医者に行けばよ
いか迷いましたが、こちらのスタッフが転院のことも含
め最後までとても親切に対応してくださったので東京
でも徳真会グループのクリニックに通おうと思いました。
本当に有難うございました。    
   (新潟県長岡市　20代女性）

先生が優しいので、いつも同じ先生に治療してもらって
います。治療の説明が分かりやすいです。   
（新潟県岩船郡　50代女性）

今まで車椅子で入れる所があまりなく、また日曜日も診
療しているお陰で、休日に車で行く事が出来ます。とて
も助かります。
（大阪府豊能郡　60代男性）

いつも詳しく説明をしていただき、どうもありがとうご
ざいます。いつ来ても笑顔で対応していただけるので、
心が和みます。
（宮城県富谷町　30代男性）

大きなすべり台があるので、子どもが歯医者へ来るの
を楽しみにしています。まだ２歳なのにむし歯があり心
配でしたが、初めてなのに治療ができてよかったです。
（仙台市太白区　20代女性）

今までは歯医者を２・３回通って変えていましたが、こ
の医院には通えています。自分に合った先生が見つか
ってよかったです。
（宮城県亘理郡　60代女性）
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