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　幕末三舟のひとりとされる山岡鉄舟は剣、禅、書の達人

として知られています。江戸城無血開城は、表舞台では官

軍のリーダー西郷隆盛に対し幕府側では勝海舟が行ったと

なっていますが、その下地を作ったのがこの山岡鉄舟である

事は意外と知られていません。

　西郷隆盛がその遺訓の中で「命もいらず、名もいらず、

官位も金もいらぬ人は、始末に困るもの也。此の始末に困

る人ならでは、艱難を共にして国家の大業は成し得られぬ

なり」と語っていますが、これは山岡鉄舟を記したものだと

言われています。

　私も仕事柄いろんな国、または地方に行く機会が多くあ

りますが、最近、特に感じるのは国家間、地域間格差です。

　例えば同じ日本においても、私の出身地である熊本県は蒲

島知事の代になって大きく活性化されましたし、福岡、仙台

といった都市は地方の中核的な都市として発展しています。

　ひるがえって創業の地である新潟県そして新潟市は人口

減少に歯止めがかからず、その衰退の様は誰の目にも解る

ように感じております。

かなり厳しい言い方かもしれませんが、こうした衰退の最も

大きな要因は、地域のリーダーたる首長を始めとする行政

と議会の努力不足だと思っています。

民間の企業であれば、組織のトップの努力、力量が、組織

の盛衰を決めるのは当然のことですが、それは行政におい

ても同じ事だと思います。

地域も組織も活性化の根源は人材の育成、活性化に有る

と思います。

地域の衰退は優れた人材、企業が育つ環境創りを、長期

的にそして戦略的に行ってこなかった結果であり、また今日

の努力こそが将来の地域の活性化につながるのは自明の

理です。

地域の舵取りを行う行政そして地方議会は、その責任を強

く持ち、もっと真剣に地域の将来に、夢と可能性を持てる

リーダーシップを発揮するべきだと思います。

首長や議員の地位や肩書きは、その立場で何を成すかの為

に有るものでしかない訳で、決して居心地の良いものではな

く、責任と自己犠牲を伴うものでしかないと思います。

一期四年の歳月は決して短い期間では無く、何かを変え、

また発展させてゆくには十分な時間だと思います。

官民問わず、明日が明るいと信じられる将来を創る為に、

私心無く、世の為人の為、地域の為に、正攻法の努力を

継続して実践するリーダーシップを、山岡鉄舟の生き様から

学んでゆきたいものです。

生年は百に満たれどもただ千歳の憂いを抱く

（人は生きて百年 しかし、千年先の事を考える様な生き方

をするという意）

リーダー的立場の人が、常に意識しなければいけない言葉

ではないでしょうか。

徳真会グループ

代表　松村 博史

地域間格差
―地域リーダーのあるべき姿―

義
　
憤
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（文章作成者：

ワールドラボ大阪　辻村 亮平）

2018 年 6月 10 日
ワールドラボ 歯科技工士
池本政直が行岡同窓会で
学術講演を行いました。

2018 年 6月 18 日
徳真会クオーツタワーにて
深谷隆司先生による温故知新塾が
開催されました。

2018 年 6月 14 日
徳真会グループ みゆき保育所で
開所後初めての歯科健診を
行いました。

　2018 年 6 月 10 日、行岡医学技術

専門学校の同窓会学術講演にて、ワール

ドラボ 歯科技工士の池本政直が登壇い

たしました。

　前編では、様々な経験を経てワール

ドラボに入社し、池本自身が感じたス

ケールメリットや徳真会の可能性につ

いて語りました。

　本編では、池本が大切にしている生体

親和について講演しました。生体親和と

は患者さまの身体に調和する歯科補綴物

を製作することです。そうすることで身

体のバランスを整え、健康を取り戻し、

維持させることにつながるといいます。

池本自身、生体肝移植ドナーの経験があ

ります。歯も含め生体には無駄なものは

何もなく、それらをいかに理解して活か

していけるかを考えると同時に、歯科補

綴物を臓器の一部として機能させる事を

目指しています。

　今後も歯科技工所と診療所の連携を深

め、患者さま一人ひとりに寄り添った歯

科補綴物を提供できるよう、徳真会グ

ループの強みを発揮してまいります。

　元通産大臣で自民党東京都連最高顧問

の深谷隆司先生による温故知新塾が開催

されました。今回は「米朝会談」をテー

マにご講義いただきました。

　今回の会談を受けて深谷先生がとりわ

け強く感じたのは、両首脳の「残された

時間の差」であったそうです。30 代の

金委員長と、最長でも 2 期 8 年のトラン

プ大統領とでは、精神的余裕の面で前者

の優位が明白。「焦り」が隠せなかった

と深谷先生は見ています。

　また、深谷先生が強調されていたのは、

「日本は今、防衛の面でかつてない危機

的な状況に置かれている」ということで

す。前途多難な状況において国を支える

のは、国民一人ひとりの意識にほかなら

ない、とのお言葉で深谷先生は今回の講

義を締めくくりました。

　国を守るために本当に大切なことを見

極め、それに対して真摯に向きあってい

きたいと思います。 

　新潟市秋葉区にある「みゆき保育所」

で、隣接する「まつむら歯科 新津診療所」

の歯科医師・歯科衛生士による、開所後

初めての歯科検診を行いました。

　のけ反りながらも口を開ける子、おと

なしくブラッシングされる子、泣きなが

らも希望のジェルの味を指さして選ぶ

子、子どもによって反応はバラバラでし

たが、診療スタッフの慣れた手つきと対

応で、無事に検診は終了しました。

　0 歳～ 5 歳までのお子さまをお預か

りしておりますので、お子さまの年齢

ごとに注意すべき点や歯磨きのコツが

違ってきます。保護者さまともコミュニ

ケーションをとりながら、徳真会グルー

プの保育所として恥じないよう定期的

な検診を行い、むし歯のないお子さま

の健やかな成長をサポートしていける

よう、これからも様々な取り組みを行っ

てまいります。
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（文章作成者：

ゼネラル東京　清須 史門）

（文章作成者：

ゼネラル新津　和田 寛満）

2018 年 8月2～ 4日
徳真会グループ歯科技工士
林直樹がアメリカ審美歯科学会に
登壇しました。

2018 年 7月18日
東京都稲城市に
わかば台保育所が
オープンしました。

　2018 年 8 月 2 日～ 4 日の 3 日間に

わたり、米国カリフォルニア州・ランチョ・

パロス・バデスの「テラネア リゾート」

にて、アメリカ審美歯科学会『American 

Academy of Esthetic Dentistry』（以

下、AAED）の第 43 回年次総会「THE 

STARS」が開催されました。

　３日間開かれた学会の最終日にラスト

スピーカー（大トリ）として、Ultimate 

Styles Dental Laboratory 代表の林直樹

が登壇しました。林の講演は大盛況のう

ちに終えることが出来、講演後には多く

の賛辞を頂戴することが出来ました。

　AAED はアメリカの歯科学会で一、二

を争う、非常に権威が高く崇高な学会と

なります。その名誉ある AAED の会員と

して林が登壇したことは、徳真会グルー

プにとって大変喜ばしいことです。

　徳真会グループはこれからも林の活躍

を応援します。

　2018 年 7 月 18 日、東京都稲城市に、

徳真会グループの保育施設としては 5 か

所目となる「わかば台保育所」が開所い

たしました。

　わかば台保育所は、わかば台デンタル

クリニックの敷地内にあり、窓からは青々

とした緑が見え、風が気持ちよく吹き抜

ける保育所です。他の保育所と同じく、「す

くすく」「のびのび」「わくわく」を理念とし、

地域社会の人と人とのコミュニケーション

を通して、お子さまの心が豊かに育つ保

育所を目指してまいります。

　開所当日は 12 名のお子さまと保護者

さまにご参加いただき、入所式が行われ

ました。真新しい保育所を見学している

時の保護者さまの笑顔だけでなく、園児

のあどけない笑みも大変印象的でした。

　お子さまがだんだんと成長していく姿

を一番近くで見ることができると同時に、

大変責任ある立場であることをわかば台

保育所スタッフ全員が自覚し行動できる

よう努めてまいります。

（文章作成者：

ワールドラボ東京　竹内 淳哉）

■ American Academy of Esthetic Dentistry：
　 https://www.estheticacademy.org/

（文章作成者：

ゼネラル東京　佐藤 尚）

2018 年 8月8日
福岡県春日市に
春日デンタルクリニックが
オープンしました。
　2018 年 8 月 8 日、福岡県春日市に

徳真会グループ 国内 32 ヶ所目となる

「春日デンタルクリニック」をオープン

しました。

　「春日フォレストシティ」のすぐそばに

位置し、周辺には商業施設が充実してい

ます。お買い物のついでにお気軽にお立

ち寄りください。

　むし歯をはじめ、義歯、矯正、インプ

ラントなど、あらゆる分野の治療をご提

供いたします。オープンユニット（診察室）

8 台、個室 3 ヵ所、外科室、消毒滅菌室

などがあり、マッサージコーナー、カフェ

コーナー、キッズルームを完備。最新の

治療設備・消毒滅菌設備を完備しており、

隣接する施設には、保育所があります。

保護者さまが診療の間、お子さまの一時

預かりサービスも実施していることから、

お子さま連れの方も安心してご来院いた

だけます。

　徳真会グループでは、患者さまに本当

に納得していただける歯科医療をご提供

するとともに、地域の皆さまに愛される

クリニックを目指しております。

（文章作成者：

春日デンタルクリニック　崎山 ちさと）

Group topicsThe latest news
is published.グループトピックス
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Human Development Academy(HDA) は、
「医療は人なり」という診療理念を実践出来る医療人
育成のために、医療における知識・技術はもちろん、

「人間力」をつけるために開催される、徳真会独自の
研修制度です。

HDA概要

※上段から、開催日時、研修名、講師名・肩書きの順番になっております。

アクティブブレインセミナー
小田 全宏先生：アクティブ・ブレイン協会 会長
小田 安希与先生：アクティブ・ブレイン協会 マスター講師

2018.5.16・17・23

■研修内容■

　3 日間にわたる「脳の使い方」についてのご講義。

■受講したスタッフの感想■

　「自分の記憶力を鍛える」というと、不安やマイナスな思考

が発生してしまいますが、アクティブブレインセミナーでは「記

憶」することに対するポジティブなイメージを持つことが出来

ました。出来ないことは自分には無理だとあきらめてしまうだ

けのことで、出来る状態に分解したり転換したりして工夫する

ことが大切であると学びました。自分自身の限界を決めてしま

わずに、常に積極的に学んでいく意欲を持ち続けていきます。

（上越診療所　歯科助手　水澤 麻衣子）

歯科衛生士研修 フォト研修
伊藤 公一先生：日本大学特任教授 小嶋 三樹先生：プロカメラマン

2018.7.26 2018.7.29

■研修内容■

　「歯周ポケットの深さを調べるプロービング検査」についての講義と実習。

■受講したスタッフの感想■

　講義では歯周治療の流れ、歯科衛生士の役割から歯周ポケット

の深さを調べるプロービング検査について学びました。相互実習で

は参加者同士でペアになり、治療で必要な器具の使い方、診査方

法について練習と確認を行いました。講義や実習の内容はあくまで

治療の基礎ではありますが、器具の使い方や、治療においての考え

方を直接ご指導いただき、改めて勉強をさせていただきました。今

回の研修を復習し、今後の診療に活かしていきたいと思います。

（上越診療所　歯科衛生士　穐山 史）

■研修内容■

　一眼レフカメラの操作と編集の研修。

■受講したスタッフの感想■

　絞りや露出などのカメラの操作から編集方法について指導いただき、

一つ一つの設定で写り方に大きく影響することを学びました。診療にお

いては、口腔写真を撮影する際ピンぼけにならないようにすることや全

体が収まるように撮影することで、患者さまにとって大事な情報として写

真を役立たせることが出来ます。それには、見る側の立場でどのように

構成するかをしっかりと考え、撮影を行うことが大事だと思います。実践

を通してどんな場面でも対応できるようにスキルアップを目指します。

（はかた中央歯科　歯科衛生士　赤星 敬子）

歯周病研修会 歯内療法研修
2018.6.19 2018.6.28

■研修内容■

　歯科医師・歯科衛生士を対象とした、歯周病に関する研修会。

■受講したスタッフの感想■

　座学と歯石取りの器具を用いた実習、受講者同士で歯石取り

の相互実習を行いました。歯石取りの器具は先端が鋭利である

と歯石が取りやすくなり、患者さまの負担を減らすことができる

ので、正しいメンテナンスを定期的に行う事が重要です。また、

歯周病の治療には患者さまの歯周病に対するご理解とご協力が

大切です。基本に立ち返り、今回学んだことを日々の診療に活

かし、実践していきたいと思います。

（立川診療所　歯科衛生士　倉持 麻衣）

■研修内容■

　根管（歯の根の中の管）に関する治療についての講義・実習。

■受講したスタッフの感想■

　座学で基本の確認。根管が開かない・見つからないなどの

難しい事例にどう対処するかをご指導いただきました。その

後、本物の歯を使い、実際にマイクロスコープを使って根管

の内部を観察しました。どのような原理原則で処置を行い、

その処置によって予後がどのように変わってくるのかを、目

で見て体験する事が出来ました。今後も学んだ事を患者さま

の治療に活かしていきたいと思います。

（津川診療所　歯科医師　太田 祐介）

伊藤 公一先生：日本大学特任教授 山口 博康先生：鶴見大学歯学部附属病院
総合歯科 2 科長　学内教授

歯周病講座
2018.7.12

■研修内容■

　「歯周病と健康長寿」についてのご講義。

■受講したスタッフの感想■

　タバコを吸っている方の歯周病に対するリスクの高さがな

かなか理解されないなど、生活習慣について正しく指導する

にはどうアプローチすればよいか、とても興味深く勉強させ

ていただきました。歯周病が全身に与える影響や、どのよう

なリスクが有るかを患者さまにわかりやすく説明し、治療の

モチベーションを高めていけるよう、今回の研修を日々の診

療に活かしていきたいと思います。

（まつむらデンタルクリニック 水原診療所　歯科衛生士　千原 愛子）

吉江 弘正先生：新潟大学名誉教授
新人スタッフ研修
2018.7.13

松尾 友子先生：
コミュニケーション・マナー インストラクター

■研修内容■

　オープン前の春日デンタルクリニックで、実践的な接遇の

ロールプレイング指導。

■受講したスタッフの感想■

　実際の現場を活用したロールプレイングだったこともあり、ご指導

いただく内容も非常に具体的で、改善するポイントがよりイメージ出来

ました。また、何気ない所作や言葉遣いなど、少しの意識の違いで印

象が大きく変わることや、患者さまに喜ばれる為の心遣いをご教示い

ただき、多くの発見と学びを得られる研修となりました。オープンに

向け人材育成を徹底し、大切な患者さまをお迎えしたいと思います。

（春日デンタルクリニック　受付　崎山 ちさと）
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「予防歯科」の重要性を世界で初めて打ち出したのは、スウェーデン。その歴史は 1970 年

代にまでさかのぼります。なお、スウェーデンでは国家をあげて予防歯科を義務化しており、

国民全員が予防歯科に関わる高い意識を持っていると言われています。

予防歯科とは、むし歯などにかかってからの「治療」で

はなく、かかる前の「予防」を大切にする考え方です。

歯科医院などでの定期的な検診等を通じて「プロケア（プ

ロフェッショナルケア）」を受けることと、歯科専門家

の指導に基づいて自分自身で行う「セルフケア」の両方

で積極的に健康な歯を守っていくことが重要です。 

出典：2013 年 12 月にライオンが行った調査結果

予防歯科の

必要性を

感じている

スウェーデン

日本

83.1％

70.6％

出典：平成 17 年歯科疾患実態調査
Thirty year trends in the prevalence and distribution of dental caries in Swedish adults (1973-2003)

では、具体的に歯科へ通うのはどれくらいの間隔が適切なのでしょうか？実は、適切な頻度というのはそれぞれ

の口腔環境によって異なります。たとえば、自宅でしっかりとケアが行えており、歯並びや歯ぐきの状態に問題

がない方であれば半年に一度のペースでも構いません。一方、ブラッシングが苦手な方や歯周病が進行している

方、そもそもむし歯になりやすい歯質の方であれば、1 ～ 2 カ月に一度の通院がおすすめです。平均すると、3

カ月に 1 度は歯科へ通うのが大切と言えるでしょう。

むし歯になりやすい方は 1～ 2カ月に一度の通院を！

必要性は感じているが
なぜか実施につながらないのが
日本の予防歯科事情…。

日本とスウェーデンの70歳の平均残存歯数です。
歯の本数は32本。日本人はその半数を失っています。

16.5 21

こ
の
数
字
は
な
に
？

SwedenJapan

Q.

A.

予防歯科を

理解している

スウェーデン

日本

59.6％

20.9％

予防歯科を

実施している

スウェーデン

日本

69.3％

26.2％

　本来は今日行う治療説明をしてから治療をする

ものだと思っていたら、今回担当した先生は何の

説明もなく、すぐに治療をされた。さらに熱を持っ

た器具が唇にあたりそうになり「熱い」と思った

が、先生からはなんの説明もなく、そのまま治療

をされた。

　まずは説明があってから治療をするのが当たり

前ではないのか？

　前回診てもらったところが痛みだしたので、「痛

みがあるので今日診て欲しい」と電話をしたら、

「今日は予約でいっぱいで診れません」と断ら

れた。

　前回治療らしい治療をしなかったためではな

いのか？

　この度は治療の際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。

　歯科医師や歯科衛生士は処置をする前にきちん

と説明を行うことになっておりますが、その基本

が出来ていなかった事をお詫びいたします。

　今回のご指摘を受けて、歯科医師はじめスタッ

フ全員が説明を徹底するよう、再度、指導をいた

しました。

　また、治療中様々な器具を使いますが、その際

も危険がないようにしっかりと説明し、安全に処

置をいたします。

　この度はご指摘をいただきましてありがとうご

ざいました。

（新津診療所　院長　坂ノ上 隆晃）

  この度はお痛みがあってご連絡をいただいたに

も関わらず、電話の対応に不手際があり「ご予約

の患者さまもいますので、お待ちいただく時間が

発生する」という事が「ご予約がいっぱいで、今

日は診ることができない」という様に伝わってし

まいました。誠に申し訳ございませんでした。

　お痛みがあって急患でお越しになる患者さまは

ご予約がなくても極力診させていただくようにし

ております。その際は、ご予約の患者さまがいらっ

しゃいますので、多少のお待ちいただく時間が発

生することが多くなってしまいます。

　今後は患者さまのお気持ちに寄り添った対応が

できるよう、再教育を行ってまいります。

　また、前回行った治療についても説明が不十分

だった事をお詫びいたします。その後、患者さまに

は謝罪と説明をさせていただきました。引き続き通

院していただいており誠にありがとうございます。

（みのおデンタルクリニック　院長　鬼ヶ原 雄樹）

交流ひろば
患者さまからの声をお伝えします

ありがたい
ご指摘

うれしい
お言葉

OPINIONS
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　おばあちゃんと一緒に住んでいなくてなかなか

会えないので、歯科訪問診療の報告をもらうとど

んな様子だったか分かってとてもうれしい。毎月

報告書を見るのが楽しみです。

（新潟県岩船郡　90 代女性のご家族さま）

　季節ごとに飾り付けがされていたり、スリッパ

が変わっていたりして、定期検診にくるのが楽し

みです。

（大坂府吹田市　50 代女性）

　当日痛くてこちらの歯科にかけこんで、治療し

てもらえて痛みが治まり、助かりました。

（福岡県福岡市　30 代男性）

　先生の麻酔が痛くなく、治療中とても優しいの

でとても安心して通うことができる。これからも

同じ先生でお願いしたい。

（山形県西置賜郡小国町　70 代男性）

　いつも花壇の花が綺麗にされていて気持ちがい

いですね。

（宮城県富谷市　60 代女性）

　歯ブラシの仕方と月 1 回のメンテナンスでこれ

だけ口の中が変わるのかと驚きました！

　最初の口の中の写真と今の状態の写真を比べて

もらって自分でも良くなったことが実感できました。

（福岡県福岡市　50 代女性）

　丁寧に治療いただきありがたいです。お恥ずか

しいほど長く汚い歯になっていましたが、今回治

療してもらっておいしく食事が出来るようになりま

した。

（福岡県福岡市　90 代女性）

　どの先生も上手だから安心して通えます。いつ

もありがとうございます。

（大阪府吹田市　60 代男性）
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