
投稿者 村上 : 14:39 | コメント (0)

2010年01月04日

２０１０年スタッフの目標(^O^)

明けましておめでとうございます（*^_^*）
村上歯科医院は今年もスタッフ全員で協力して、いい病院をつくってまいります！！どうぞよろしくお願いいたします(^^)/
２０１０年も皆様にとって良い年となりますように☆★

早速ですが、年の初めに村上歯科医院のスタッフに今年の目標を語っていただきました。お読みください。

村上院長２０１０年の私の抱負は、何と言っても村上歯科全スタッフにもっともっと幸せになっていただく事。これに尽きます。なぜならそれは、
「患者様に感動していただける歯科医療」を提供するための基盤だと考えるからです。社是の「いい病院をつくりましょう」に向かってこれからも努
力を続けてまいります。

牧瀬副院長
息子の自転車を買ったので、自分の自転車も買って、一緒にツーリングできるようになりたい☆

前田先生
ダイエット！！！　目標−８㌔

歯科衛生士　飯田
「気持ちよかったよ」とたくさん言っていただけるようにクリーニング頑張ります♪Ｈａｗｋｓ優勝のためたくさんヤフードームで応援できるよう
に、ドーム通い頑張ります！

歯科衛生士　今倉（旧姓・行村）
患者様に「またよろしくね」と言っていただけるような衛生士になりたい。昨年より家事をもう少しする!?

歯科衛生士　北垣（旧姓・芳賀）
毎日食後の散歩を続けて体力ＵＰ！！今年は沖縄に行く♪

歯科衛生士　谷口（旧姓・節原）
患者様がまた来たい！と思う病院作りを頑張ります☆カリスマ主婦になる（＊＾ｏ＾＊）

歯科衛生士　逸木
いつも笑顔で丁寧な対応を頑張ります。ＨＰのﾆｭｰｽをたくさん更新する!英語の勉強も！！

歯科衛生士　末廣
患者様とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとり信頼されるような衛生士になる。たくさんの経験をして技術をレベルアップ★いろいろな所へ旅行に行く！

歯科衛生士　中村
今年は患者様とたくさんｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれるようになりたいです。自分で考えて行動できるように頑張ります！

受付　小西
もう少し体力をつける！夜歩く！？趣味を見つける☆今年こそ！

受付　宮原
２０１０年は社員として働き始めて２年目になります。まだ皆様に覚えていただけないので、早く名前と顔を覚えていただけるようにｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをと
っていきたいです。

村上歯科のスタッフブログも更新中（＾ｕ＾）
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:34 | コメント (0)

2009年12月24日

年末年始お休みのおしらせ（＾ｖ＾）

今年も来院してくださってありがとございました☆★
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大変お世話になりました(^^)/

誠に勝手ながら、Ｈ２１年１２月２８日（月）の午後～Ｈ２２年１月４日（月）までお休みとさせていただきます(*^。^*)

来年からも村上歯科医院は、院長とスタッフみんなでさらに向上していけるよう頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします（●＾o＾●）
皆様の来院をお待ちしています（＾ｕ＾）

村上歯科のスタッフブログも更新中（＾ｕ＾）
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:17 | コメント (0)

2009年12月19日

朝日ふれあい募金（＾－＾）

朝日ふれあい募金に村上歯科医院スタッフ一同として募金しました!(^^)!

そして・・・朝日新聞に掲載されました（＾ｖ＾）

村上歯科のスタッフブログも更新中（＾ｕ＾）
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 10:39 | コメント (0)
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2009年12月17日

☆患者様からのプレゼント☆

いつも定期クリーニングに来て下さる納富さん夫妻が、また人形を作ってきてくださいました(^O^)
納富さん夫妻は、人形劇団「ののはな」を主宰してらっしゃいます!(^^)!

今回は院長とスタッフ全員の指人形☆★
とってもかわいくて並べてみると愛嬌ある雰囲気にいやされます（笑）♪♪

院長もとってもお気に入り（●＾o＾●）
今カウンセリングコーナーに並べて、皆様の来院をお待ちしています！！

村上歯科のスタッフブログも更新中（＾ｕ＾）
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 14:38 | コメント (0)

2009年12月07日

節原さんの結婚式がありました！

１１月２３日（月）に村上歯科医院の歯科衛生士主任の節原いづみさんが結婚されました（＾３＾）””

村上歯科医院スタッフ全員（以前勤めていたスタッフたちも）出席しました！！とても素敵な結婚式でしたよ☆★
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結婚式を終えて出てきた２人に花びらのシャワーで祝福(*^_^*)とても幸せそうな２人です♪

雨が心配されていましたが、この日は快晴（＾Ｏ＾）””とても気持ち良いお天気でした☆

笑顔が絶えない節原さん☆☆



村上歯科一同で記念撮影(^。^)y-.。o○
大先生と奥様も出席なさって、とても健康な姿に私達も元気をもらいました！！

披露宴会場まで、リムジンで（●＾o＾●）

ここでも受付を任された小西さんと宮原さん（＾ｖ＾）いつも道りの丁寧な受付ぶりでした♪

和彦先生の祝辞です☆（＾ｕ＾）☆いつもの先生らしくバッチリなお祝の言葉でした！！

２人最初の共同作業☆ケーキカットです（＾◇＾）”



旦那さんもとっても嬉しそう(#^.^#)

各テーブルを回って写真撮影♪?

村上歯科医院は大人数でした!(^^)!

最後にお父さんお母さんへのお手紙。。。
会場みんなとても感動して、和彦先生まで涙のお手紙でした(*^^)v

とってもいい結婚式でした！！最近結婚ブームの村上歯科医院☆☆
来年にも結婚式の予定ありです(*^。^*)

村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾０＾）

投稿者 村上 : 00:05 | コメント (0)

2009年12月06日

小倉歯科医師会「従業員表彰式」に参加！

12月５日に九州厚生年金会館で小倉歯科医師会「会員並びに従業員表彰式」が行われ、村上歯科医院の院長先生、歯科衛生士の節原さん、受付の小
西さんが表彰されました（＾０＾）！！
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院長先生は「校医・協力医25年」の受賞、節原さんと小西さんは「勤続５年」の受賞でした。おめでとうございました★☆

やや緊張気味の二人（＞。＜）

小倉歯科医師会会長の中野充先生から賞状をいただきました♪♪

次は「勤続10年」の受賞を目指します（’Ｕ’）”



その後、小倉歯科医師会親睦忘年会にも出席させていただきました。なんと、村上歯科医院の大先生が最長老で乾杯の挨拶をされました！！とてもお
元気で安心しました（＾３＾）

美味しいお料理とお酒で大満足☆院長先生、ありがとうございました。

村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾０＾）

投稿者 村上 : 17:16 | コメント (0)

2009年12月01日

石田さん（朝弘さん）休職

１１月１９日をもって当院に１０年勤務された石田さん（朝弘さん）が出産のため一時休職されました☆★

妊娠１０ヶ月目に入るところで、ギリギリまで頑張って働いてくれました（＾３＾）””
本当にありがとうございました。
元気な赤ちゃんを産んでくださいね（＾０＾）！

石田さんより・・・
『長い間、本当にお世話になりました。
振り返ると１０年間あっという間でしたが皆さんとお会いできて楽しい思い出で一杯です。これからは、元気な赤ちゃんを産んで子育て頑張っていき
ます。
皆さんもいつまでもお元気で。。。』
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村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾０＾）

投稿者 村上 : 10:59 | コメント (0)

芳賀さんおかえりなさい☆★

当院に今年３月まで勤められていた芳賀さん（現在、北垣さん）が１２月１日よりパートで来てくれることになりました！！

１１月１９日をもって石田さん（旧姓、朝弘さん）が出産のため一時休職されたので１２月からお手伝いにきてくれることになりました（＾０＾）””

『また村上歯科にお世話になることになりました。久しぶりなので、今日はドキドキしながら出勤しました。またみんなと一緒に働くことができてと
っても嬉しいです。これからもよろしくお願いします。』

村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾０＾）

投稿者 村上 : 10:40 | コメント (0)

2009年11月07日

☆いいな、いい歯週間☆

１１月７、８日は『いいな、いい歯。』週間でした☆★

遅くなりましたが、福岡県歯科医師会のパンフレットより、女性の口腔と全身のかかわりについてご紹介します！！

女性はデリケートです（＾＾）
女性ホルモンは、様々なライフステージにおいて変動しています！

「胎児期」
乳歯はお母さんのお腹にいるときから赤ちゃんの体内にでき始めます。

「乳幼児期」
乳歯列はおよそ２歳６ヵ月で生えそろいます。
フッ素によるむし歯予防を始める時期になります。乳歯の萌出とともに、永久歯の発育も始まります。

「学童期」
顔を出したばかりの永久歯のむし歯や部分的な歯肉炎がよく見られる時期です。
また、乳歯と永久歯が混在する状態からむし歯が生じやすく、さらに歯並びの不正が起きやすい時期でもあります。むし歯の有病者は幼児期から学童
期にかけて大きく増えており、この時期の口腔内の清掃が重要となります。

「思春期」
思春期になるとエストロゲンとプロゲステロンという女性ホルモンの分泌がはじまります。エストロゲン（卵胞ホルモン）により、体つきが丸みを帯
び、大人の女性の体に近づきます。
お口の中では女性ホルモンが血管内を循環して歯ぐきに到達します。歯ぐきの血管が敏感になり、女性ホルモンを好む歯周病菌も増殖しやすくなりま
す。

「成人期」
この時期の前半は、女性ホルモンの分泌量がピークに達します。しかし、現代女性のハードな生活環境やかたよった食生活が、「こころ」と「から
だ」に負担をかけ、ホルモンバランスを崩し、体調不良を起こす原因となることもあります。
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ストレス・ホルモンバランスの崩れ・喫煙・細菌・歯ぎしり、悪い歯並び・無理なダイエット・疲労・副作用

そして・・・歯周病
歯周病菌の中のプレポテーラインタルメディアは女性ホルモン（エストロゲン）を栄養源として増殖して、歯周病を悪化させます。

歯周病とは・・・
感染症の病気で、特定の原因菌によって起こります。この原因菌に加え、ストレスや喫煙、食生活の乱れなど、心身に負担がかかると起こりやすくな
ります。初期のうちは痛みを伴わず、ゆっくりと
進行するため、気づかずに放置してしまうことが多いです。
〈全身への影響〉
口臭、心疾患、早産低体重児、骨粗しょう症、バージャー病、認知症、肺炎、胃潰瘍・胃がん、糖尿病、メタボリックシンドローム

妊娠期からのライフステージについては、ｖｏｌ．２でお伝えしていきます（＾０＾）””

村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾０＾）

投稿者 村上 : 10:56 | コメント (0)

☆今月のアロマ☆

今月のアロマは、先月院長の和彦先生が学会で行かれた香港のお土産としてくださったアロマを引き続きつかっています（＾３＾）”

何の香りか・・・ハッキリと分りませんが、すこし甘くてすっきりとしたいい匀いです☆＾＾☆

だんだんと寒くなってきていますが、風邪やインフルエンザには気をつけられてくださいね！！

村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾０＾）

投稿者 村上 : 08:57 | コメント (0)

2009年11月02日

★８０２０★

皆様『８０２０運動』をご存じですか？？

８０歳までに２０本の歯を残そう！！という厚生省と日本歯科医師会の行っているキャンペーンです（＾０＾）

「８０歳になっても２０本、自分の歯を保ちましょう」というこの働きかけは、一生自分の歯で楽しい食生活と健康な日常生活を目標に、子供のころ
からの正しいデンタルケアと青年期のセルフケアの重要性を打ち出しているものです☆★

そこで・・・村上歯科医院では、８０２０を達成された方に敬意を評して院長とスタッフから勝手に表彰状を贈呈させていただきました！！

Ｈ・Ｎさん　　８１歳　　２０本　
Ｄ・Ｆさん　　８４歳　　２３本
Ｈ・Ｔさん　　８０歳　　２５本
Ｍ・Ｈさん　　８２歳　　２２本
Ｈ・Ｋさん　　９０歳　　２５本
Ｋ・Ｓさん　　８１歳　　２２本
Ｏ・Ｔさん　　８１歳　　２９本
Ｋ・Ｍさん 　 ８０歳　　２７本
Ｉ・Ｓさん　 　８８歳　　２４本
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Ｙ・Ｕさん　　８５歳　　２５本
Ｕ・Ｋさん　　８１歳　　２５本
Ｍ・Ａさん　　８１歳　　２８本
Ｔ・Ｆさん　　 ８０歳　　２３本
Ｙ・Ｙさん　 　８２歳　　２９本
Ｔ・Ｔさん　　 ８０歳　　２６本
Ｋ・Ｔさん　 　８４歳　　２６本
Ｍ・Ｓさん　　８１歳　　２２本
Ｙ・Ｎさん　 　８２歳　　２５本　　　　

総勢１８名の方々が表彰されました！！
おめでとうございます（＾０＾）””

私達も８０２０を達成された患者さまに励まされています！！

村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾０＾）

投稿者 村上 : 09:31 | コメント (0)

2009年10月27日

「いいな、いい歯。」フェア

１１月８日（日）に小倉歯科医師会館にて『いいな、いい歯。』フェアが行われます（＾３＾）”

福岡県歯科医師会では、１１月７日、８日の週を「いいな、いい歯。」週間としています。
これにちなんで小倉歯科医師会では、１１がつ８日にフェアを開催します。
各種相談コーナーや、管理栄養士さんによる栄養バランスのよい食事の試食やプレゼントも用意しています。

●実施コーナー

　○検査コーナー（参加体験型のコーナー）
・咬合力検査・咀嚼力検査・口腔機能検査・唾液検査・歯周疾患検査・口臭測定・レーザーでのむし歯検査・細菌検査・口腔内カメラ検査

　○健口相談コーナー（特に６５歳以上のコーナーもあります）
・何でも相談コーナー・歯科衛生士さんのコーナー・歯科技工士さんのコーナー・管理栄養士さんのコーナー・高齢者のための健口相談・ミニ講演会
（口腔ケアと誤嚥性肺炎、噛むことと健康について等）

当院の歯科衛生士の今倉さんも福岡県歯科衛生士会、北支部の役員として参加しています（＾０＾）
見かけたら、ぜひ声をかけてくださいね（＞Ｕ＜）☆

村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾０＾）
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投稿者 村上 : 11:08 | コメント (0)

2009年10月14日

吉永拓哉氏「出版記念パーティー」

当院の患者様の吉永拓哉さんが『ヤンキー記者、南米を行く』という本を執筆され、昨日ハイアットリージェンシー福岡で出版記念パーティーが行わ
れました。

パーティーはお父様の吉永正義さんや拓哉さんの関係の300名近いそうそうたる方々が出席されていました。恥ずかしながらその方々に混じって私も
（お父様にお願いして無理矢理ですが）出席させていただきました。
.

吉永家のみなさんの優しさや暖かさ、そして父親を中心とする家族の団結力が伝わってくる和やかで楽しいパーティーでした。

（写真左がお父様の正義さん。右が本の著者の拓哉さん。真ん中が弟でミリオンセラー絵本「給食番長」の著者のよしながこうたくさん）
.
（内容／本の紹介文からの抜粋）
元暴走族副総長で少年院生活を送った著者は、父親の命令で、なぜか“南米武者修行の旅”へ。
エクアドルのバナナ農園やアマゾンでの過酷な労働、そして階級差別と言う現実。南米の地で出会った日本人移住者や、貧民街で暮らす友人たちから
学んだ大切なこと・・・・・。
ブラジル『サンパウロ新聞』記者として活躍する元ヤンキーの感動と笑いのノンフィクション！
.
ちなみに「扶桑社」からでています。みなさんも是非お読み下さい。面白いですよ。第１作目の『ぶっちぎり少年院白書』（二見書房）も大変面白か
ったです。

村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾０＾）

投稿者 村上 : 22:34 | コメント (0)

2009年10月13日

宮崎での日本歯周病学会に参加（＾３＾）

１０月１１日（日）に宮崎で院長の所属されている日本歯周病学会と日本臨床歯周病学会の学術大会が行われました！！
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村上歯科からは院長の和彦先生とドクター２名、歯科衛生士４名の７名で出席しました☆☆

前日から宮崎入して、以前村上歯科に勤められていた西村先生と奥様（旧姓、中島さん）に会い、一緒に夕食を食べました！！
宮崎といえば・・・地鶏☆★
西村先生が美味しい地鶏のお店に連れていってくださいました（＾０＾）””

前日の地鶏のお店にて☆★

西村家のこと、西村歯科医院の近況など色々なお話が出来て、とても楽しかったです☆＾０＾☆

和彦先生も美味しいお酒とお料理に満足でした！！

次の日は、今回のメインの日本臨床歯周病学会に出席しました☆☆



午前中は臨床歯周病学会があり、中野先生や倉富先生、歯科衛生士の症例発表がありました（＾０＾）”

午後は、ドクターは船越先生や東先生などのエムドゲインや再生療法のお話があり、とてもすごかったそうです！！
衛生士は”たばこ”に関するお話があり、たばこの害についてや、歯科医院からも禁煙を広めていくことの重要性を学ぶことができました！！

今回学んだことを村上歯科に取り入れて、より良い医院にしていきたいと思います（＾０＾）

村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾０＾）

投稿者 村上 : 12:36 | コメント (0)

行橋ー別府１００キロウォーク（＾０＾）”

１０月１０、１１日に行われた第１１回 行橋ー別府１００キロウォーク！！
村上歯科医院からはスタッフ５名がサポーターとして参加させていただきました（＾＾）”

三毛門と最初のチェックポイント中津でサポーターをしていましたよ☆
患者様とも何人かお会いできて、大変でしたがとても充実した１００キロウォークとなったようです（＾０＾）

●三毛門の小西さんと宮原さんです（＾＾）
三毛門では、１００キロを歩かれる方々にぜんざいを作って応援しました！！

《小西》初めてのサポーターということで色々不安はありましたが、実際やってみると少しでも歩いている方の役に立ちたいという思いでいっぱいに
なりました。歩いている方々の「ありがとう」という言葉がとても嬉しかったです。また参加したいと思います。

《宮原》三毛門で誘導をして、最初は説明するのが難しかったり大変でしたが、歩く人達はとても優しくて、サポーターをして良かったなと思いまし
た。来年も機会があればしたいと思います。

患者様の飯田さんと☆

●最初のチェックポイントの中津駅の今倉さん、末廣さん、中村さんです☆
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《今倉》今年は３０００人を超え、中津駅はとてもとてもすごかったです！！！あまりにバタバタしていてせっかく声をかけてくださった当院の患者
様たちと写真も撮れずに残念です。声をかけていただいてこちらの方が励まされました！皆様、完歩できたか、ぜひ病院で教えてください（＾＾）
主催の小倉東ロータリークラブの皆様や、中津で一緒にサポーターをした方々、そして参加された皆様、お世話になりました。ありがとうございまし
た。

《末廣》今年は２回目のサポーターをさせてもらい、去年とはまた違った体験ができました。私は、参加者
の方々に対して少しのことしか出来なかったのに、「ありがとう」と言ってもらえて、とても感動しました。たくさんの人と接して、普段自分自身が
いろいろな人に支えてもらっていることもあらためてわかり、とてもいい経験になりました！！

《中村》１００キロウォークのサポーターをして、初めてだったので最初は不安でしたが、楽しくサポートすることができたので良かったです。機会
があればまた参加したいです。

丸山弁護士も参加されていました！！
中津組のスタッフは運良く一緒に写真を撮ってもらいました（＾３＾）””

１００キロウォークの様子も村上歯科のスタッフブログにありますので、ご覧ください（＾０＾）””

投稿者 村上 : 12:25 | コメント (0)

2009年10月10日

☆村上歯科全員の今週末の予定☆

今週末はいよいよ！！
行橋・別府間１００㌔ウォークですね（＾０＾）””参加される方も多いと思います★

村上歯科のスタッフ５人も今年もサポーターとして参加させていてだきます（＾３＾）
皆様見かけたら是非声をかけてくださいね♪♪

そして・・・
院長とＤｒ２人、衛生士４人の総勢７名は１１日に宮崎市である日本歯周病学会と日本臨床歯周病学会の学術大会に出席するため、宮崎まで行ってき
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ます！！

宮崎には、以前村上歯科で勤務されていた西村先生とその家族がいます（＾３＾）””
一緒にお食事をする予定で、とても楽しみです（＞Ｕ＜）！
時間があれば・・・病院も見学させていただけるかも☆です☆
.
それぞれの週末は、スタッフブログでも更新していきますので★
是非、ご覧ください（＾０＾）

投稿者 村上 : 09:31 | コメント (0)

2009年10月09日

村上先生からの頂きもの☆

１０月２日～５日まで、院長の村上和彦先生がＤｒ．ウォンのインプラントの講義をうけるため香港まで行かれてました☆

先生から頂いたお土産です（＾０＾）””
とてもいい香りで、病院内にほのかに漂っているかんじです♪

和彦先生ありがとうございました！！

その他にもかわいいブタの貯金箱や綺麗な小物入れを頂きました（＾＾）
.
村上歯科のスタッフブログにもありますので、ご覧ください☆☆

投稿者 村上 : 09:50 | コメント (0)

2009年10月01日

☆村上歯科新聞☆　ＮＯ．３

『村上歯科の新聞です』　がＮＯ．３を１０月より発行しました（＾０＾）”

皆様、ぜひご覧ください（＾Ｖ＾）！！

少し内容を紹介します☆★

秋は村上歯科にとって、おめでたい事がたくさんですょ（＞Ｕ＜）”

♪祝×３♪
●牧瀬先生のところに待望の第２子が誕生しましたぁ！！女の子です☆

●スタッフの節原さんが１１月２３日に結婚します☆
　式の様子はお楽しみに☆☆

●スタッフの石田さん（旧姓　朝弘さん）が１２月に出産予定です☆☆

虫歯や歯周病が感染症であり、そして生活習慣病である！！というお話も掲載しています（＾＾）”
みなさま、是非手にとってご覧になられてください♪♪

村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾０＾）

投稿者 村上 : 22:44 | コメント (0)

☆今月のアロマ☆

今月のアロマは”ラベンダー”です（＾＾）♪

もうすっかり秋の陽気かと思えば・・・日中はまだまだ陽射しが強くて暑い日も続いていましたが、最近は少し雨降りな毎日ですね（＾３＾）！
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秋は・・・
芸術の秋★読書の秋★スポーツの秋★そして・・・・・食欲の秋★です♪♪

村上歯科スタッフは１０月末に健康診断があるので少し気にしながら・・・秋を満喫しようと計画中です！！村上歯科のスタッフたちの秋は、スタッ
フブログで公開中です（＾３＾）

投稿者 村上 : 14:12 | コメント (0)

2009年09月23日

ITIインプラントのトリートメントガイドセミナーに参加

今日、福岡市でITIトリートメントガイドセミナーが開催され参加してきました。
.

.
シルバーウイーク最後の休日にもかかわらず１５０人近くの歯科医師が集まっていました。
.

テーマは「ITI Treatment Guide Volume 3　抜歯部位へのインプラント埋入　治療オプション」で、船越栄次、飯島俊一、中島　康の３先生がト
リートメントガイドの解説やガイドに沿った治療方法について講演してくれました。
.
セミナー終了後、「第３回　ITIスタディークラブ福岡」が行われ４名の会員が発表しました。こちらもセミナー同様、抜歯即時埋入やソケットブリ
ザベーション、GBRなどについての話が中心でした。
.
私も約２５年前からインプラント治療を行い、ITIの使用も２０年以上になります。村上歯科医院に来院して下さる患者様を不幸にさせないように、
日々研鑽を重ねていきたいと思っています。
.
.
村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾３＾）”

投稿者 村上 : 22:05 | コメント (0)

2009年09月20日

一の俣温泉、泉質・環境とも最高！

以前、患者さんの高先生から薦めていただいていた「一の俣温泉」に行ってきました。高先生の言われた通り泉質はヌルヌルとしたとても良いお湯
で、おかげで肌はツルツルスベスベ。肌だけは１０歳若返ったようでした。残念ながらしわの深さは変化なし（苦笑）。本当に田舎のど真ん中で都会
の喧騒とは真反対のゆったりとした時間に浸ってきました。お薦めですよ。
その後、豊北町に北上し「角島大橋」を渡りサーフィンスポットで休憩。引き返して西長門リゾートホテルでお茶をして帰宅しました。とてもリフレ
ッシュできたシルバーウイークの一日でした。明日はどこに行こうかな。

村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾０＾）

投稿者 村上 : 22:11 | コメント (0)

2009年09月17日

ＹＵＲＩスペシャルライブ☆ペインティング

当院の患者様の吉永有里さんが９月１９日（土）の１３：００よりアミュプラザ小倉にてライブペインティングを行います（＾＾）”

東館の３階入口にて行われますょ！！
是非☆見にいかれてみてください（＾３＾）””

「アミュプラザ小倉」がミュージアムに変身！！！
”ＡＭＵＳＥＵＭ"の作品を手掛けたアーティスト・ＹＵＲI

独特のタッチで様々な女性を描く、ＹＵＲＩさん。
９月１９日（土）から１０月２５日（日）の期間中「アミュプラザ小倉」にて、秋の新作ファッションとＹＵＲＩさんの手掛けるオブジェが融合し、
館内がミュージアムのようなアート空間になるという今までにない試みが開催される、とのこと。
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若干２５歳の等身大のＹＵＲＩさんが描く女性像とは？？

「アミュプラザ小倉」のファッションカタログのイラストも手掛ているそうです☆★

村上スタッフも楽しみにしています！＾０＾！

村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾３＾）”

投稿者 村上 : 09:25 | コメント (0)

2009年09月15日

☆九州アクターズクラブ☆北九州公演

患者様の舌間一道さんの所属される九州アクターズクラブの公演が１１月に行われます（＾０＾）♪

１１月７．８日にリバーウォークの北九州芸術劇場にて３回の公演が予定されています（＾＾）”

ＭＵＳＩＣＡＬ『愛の詩』～君に伝えたかったコト～
主演はなんと！！　　舌間一道さん（＾ｖ＾）””

○妖精に追われ、魔女を巻き込み、恋に落ちて、人生を謳う。
　　　　楽しくてちょっぴり切ない・・・そんな毎日がラッキーデー。

○あらすじ○
孤児院に住むヤンは心がまっすぐで子どもの心を持った純粋な青年。
一緒に育ったニコは音楽の才能に恵まれ、ヤンの兄貴的存在。
子どものころは何をするにも一緒だった２人。しかし大人になり、ニコはひとり都会へと旅立っていった。

ある日、自分の生き方に揺れ自身を失ったニコが孤児院に戻ってくる。

そして、孤児院が家賃を払えないため立ち退きの瀬戸際にあることを知る。何とか孤児院をいたいとヤンとニコは奮闘するのだが・・・・・。

そんな中、ヤンは見習い妖精たちが落としていった不思議なサングラスを拾う。そのサングラスをかけると全てのものが自分の思い通りに見える。
しかしそのおかげで、とんでもない未来を知ることになるヤン。
二人はそれぞれの生きる道を見つけ、無事孤児院を救いクリスマスを迎えることができるのか・・・・・。

とても楽しそうな内容ですね（＾０＾）♪
皆さまも是非行かれてみてください！！

村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾０＾）

投稿者 村上 : 10:24 | コメント (0)

2009年09月11日
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「食卓の向こう側」　村上歯科待合室インフォメーションボードより

あなたのお家の食卓は？
今、どのような食生活を送っていますか？？
.
・１日の間、食べれる時に食べるしかない！？
・足りない栄養は、サプリメントで補っている！？
・ダイエット中なので、ごはんは食べない！？
・お子様が、お菓子は食べるけど、ごはんは食べない！？　などなど・・・
.

.

仕事の忙しさや、ムリなダイエットで、お子様の習い事などで、家族みんなで食卓を囲むことは減っていませんか？？　
もちろん！！
囲むだけでは解決しきれない深い問題が、この『食卓』にひそんでいるそうです（＞。＜）！
.
今日の朝ごはんは、だれと一緒に食べましたか？？
昨日の夜ごはんの時、家族とどんな話をしましたか？？
.

☆お子様がいる家庭では、特に小さいころからの食卓の様子が、子供の精神的な成長にも大きく影響を与えるそうです。

☆また、一人暮らしの方は、どうしても好きな食物や、手軽に食べられるものばかりに偏っていませんか？若いころからのつけは必ずきます。若いう
ちは大丈夫と思っていても、食習慣の乱れは、糖尿病などの生活習慣病につながります！
女性の方は、いざ子供がほしいと思った時に『産めない身体』になることもあるそうです。
.
ぜひ周りの方にも食卓の大切さを伝えてください（＾０＾）””
詳しくは「食卓の向こう側」をご覧ください☆★
　　　　　　　　　　　　（執筆担当　歯科衛生士　今倉麻代）
.
.
村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 21:03 | コメント (0)

2009年09月09日

「楽しくできる予防歯科」Book紹介

福岡市でご開業の中村譲治先生が主宰するNPO法人ウェルビーイングの先生方が医歯薬出版（株）から「楽しくできる予防歯科ーみんなでつくる
well-being歯科医院」を出版されました。そのブック紹介を中村先生から依頼され、九州歯科大学同窓会報 No.77に書きました。全文掲載しますの
でご覧ください。
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臨床予防歯科に取り組むためのノウハウが分かりやすく書かれています。村上歯科医院もスタッフ全員で読んで診療に取り入れています。
.

（本文）
　私が九歯大の学生の頃、先輩の中村譲治先生のグループが幼稚園に歯科検診に行かれていると言うことを耳にしていた。同じ学生の私からみても一
風変わった集団と受け止めていたように記憶する。と言うのも、その当時の日本の歯科臨床に予防歯科という概念は皆無だったように思う。虫歯の洪
水の時代で予防に目を向けるよりも目の前の虫歯の治療をこなすのに精一杯の時代であった。今でこそ「予防」の重要性は誰もが認知するところであ
るが、その時代に予防歯科に興味を持ち、予防の重要性を熱く語り、地道に活動されていた先生方に頭が下がる思いだ。
　その中村先生を中心に組織されているNPO法人ウェルビーイングが、昨年創立３５周年を迎え、その集大成ともいえる著書「楽しくできる予防歯
科（みんなでつくるwell-being歯科医院）」が医歯薬出版株式会社から出版された。この本の中にはヘルスプロモーションの概念が根底に流れてお
り、「長い人生の中でいろいろなことがありながらも、置かれた状況の中でそれなりにwell-beingであることが究極のヘルスプロモーションである
のではないか」と中村先生は述べている。まさにこの本はwell-being歯科医院を実現するための実践の書なのである。
　その序章では会が歩んできた３５年間の中で、その間の世の中の変化や歯科界をとりまく社会情勢の変化などと向き合ってきた会の変遷が語られて
おり、第１章、第２章と読み進むうちにヘルスプロモーションとは何か、well-being歯科はどのようにしたら実現することができるのかと言ったこ
とが実際の歯科医院で実践されたモデル事例などを通して解りやすく書かれている。また最後の章には「未来に向かって」というテーマで今後われわ
れの進むべき道、明るい未来を示唆してくれている。
　この不況の時代、経営的な面からも予防歯科を自院に取り入れたいと考えている先生方も少なくないと思う。しかし予防歯科は院長だけで頑張って
もできるものではなく、コ・デンタルスタッフと一緒に目標を共有し取り組まなければ決して実現できるものではない。私もこれからスタッフにこの
本を読んでもらい、スタッフと供に予防歯科を基調にした歯科医院をつくって行きたいと思う。この一冊を熟読すれば必ずwell-being歯科を実現す
ることができると確信する。
.
.
村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 22:18 | コメント (0)

助産師内田美智子著「いのちをいただく」

先日の村上歯科スタッフブログに今倉くんが紹介していた書籍です。今倉くんに借りて読みましたがとても感動しましたので再度ここで紹介します。
絵本の形式の本です。お子さんやお孫さんに読んであげるといいですよ。

.

物語は食肉加工センターにお勤めの坂本義喜のお話です。
坂本さんは食肉センターで牛を屠殺するお仕事をされていますが、その仕事がずっときらいでした。しかし息子さんのしのぶ君の授業参観での出来
事、みいちゃんと言う牛を食肉センターに売りに来た女の子とのやりとりなどのなかで「命を頂く」ということの意味を考えなおし、もう少しこの仕
事を続けてみようと考えるようになったというお話です.
.
その他に有機農業を実践されている八尋幸隆さん、養殖魚への予防接種により抗生物質の投与量削減に成功した松村一也さん、玄米や旬の無農薬野
菜、無添加・自然醸造の調味料を中心とした食事での保育を実践している西福江さんたちの取り組みも紹介されています。
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.
私たちは食べ物を食べて生きている。生きることは食べること。すべての食べ物は命だ。肉も魚も野菜も米も、すべてが種を残そうとする生命体だ。
人が生きるということは、命を頂くこと。殺すこと。私たちの命は、多くの命に支えられている。それを実感したときに、食べ物のありがたみが分か
る。食べ物を粗末にしてはならないと分かる。（本文より抜粋）
.
村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 00:46 | コメント (0)

2009年09月06日

西村秀一先生に会いました。

３年前まで村上歯科医院に勤務してくれていた西村秀一先生（宮崎市開業）が「筒井昌秀先生メモリアル講演会」に来ていました。久しぶりに会いま
したがとても元気そうで頑張っているようでした。土曜日は僕が偲ぶ会に出席後２次会もあったので西村先生と会食はできず残念でした。
でも、今度１０月に宮崎市で開催される日本歯周病学会にスタッフ８名と参加しますので、その時に西村先生やご家族と一緒に食事をする予定になっ
ています。とても楽しみです。西村先生、よろしくね。

そちらの方の報告は後日写真入りでお伝えします。西村先生や奥様（以前村上歯科医院に勤務していた歯科衛生士の中島くん）をご存知の患者様。ご
期待下さい。
.
村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 21:54 | コメント (0)

筒井昌秀先生、メモリアル講演会！

昨日と今日(9/5・9/6)、アクロス福岡にて故筒井昌秀先生のメモリアル講演会に出席しました。
筒井先生のお人柄が偲ばれる心温まる講演会でした。

.

演者は白石和仁先生、横田誠教授、糸瀬正通先生、下川公一先生、小野善弘先生、佐藤直志先生、榎本紘昭先生、内藤正裕先生、本田正明先生、山崎
長郎先生の１０名で、生前の筒井先生と深い交流のあった先生方が全国から集まってこられ、お一人ずつそれぞれの立場で筒井先生との思い出話を交
えお話くださいました。

.
５日（土）講演終了後、ホテルニューオータニ博多にて「筒井昌秀先生を偲ぶ会」が行われ東京から来られた森克栄先生はじめ多くの先生が集まって
来られ、在りし日の筒井先生を忍び思い出の時間を共有しました。
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筒井先生の遺影の側でご挨拶される奥様の筒井照子先生。
.
村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 20:47 | コメント (0)

2009年09月01日

☆今月のアロマ☆

今月のアロマは”ジャスミン”です（＾０＾）”

まだ日中は暑い日が続きますが、朝晩は涼しくなってきましたね☆★
だんだんと秋の雰囲気もでてきて気持ち良いですね！！

みなさま、今年はどんな秋にしますか？？

スタッフも毎日いろんな事をして、楽しんでいます♪♪
村上歯科のスタッフブログもご覧ください（＾＃＾）！

投稿者 村上 : 14:44 | コメント (0)

2009年08月24日

村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（４）

村上歯科医院では、患者様から忌憚のないご意見をいただけるよう、待合室にアンケート用紙を準備したり、治療が完了された患者様にアンケートの
お願いをしています。
そのアンケートの記述を「村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば」と題し、少しずつご紹介しています。今回はその第４弾です。
今回は最近治療が完了した患者様（匿名）から村上歯科医院のHPのお問い合わせの欄に感謝のお言葉をいただきました。その内容を患者様のご了解
を得て、そのまま掲載させていただきます。

.
性別：男性
年齢：40歳以上-50歳未満
お問い合せ項目：その他
お問い合せ内容：
問合せではなく、治療頂いたお礼です。
私の歯を直して頂き有難うございました。村上歯科医院様に、深く感謝の意をお伝え申し上げます。おかげさまで、ボロボロだった歯が生き返りまし
た。
1.約1.5年間の治療における感想：日々のケアの大切さの痛感です。治療が完了してもその後の日々のしっかりしたケアが無いと、すぐに、歯が駄目
になってしまうことを自覚し、自己の歯は自己で守るという事を教えてもらいました。村上院長、牧瀬先生、行村さん(旧姓)、感謝申し上げます。
2.村上歯科医院様の良いと感じた点：行き届いたCS(カスタマサポート)です。第一に挨拶、素敵な笑顔をはじめとする質の高い応対マナー。第二に
自己受け持ちの患者に対する心のこもったかゆい所に手が届く応対+自己受け持ちの患者以外に、目配りが見受けらた面(この方は上記に記載)。第三
に患者に対する院内情報共有化。これは、衛生士さんがころころ変わっても(1回の通院で複数回も含め)、情報がきちんと伝達出来ているという点。
この3つは当たり前に見えて、実はなかなか出来ない現実の中、出来ているなと感じました。
今後も継続して頂ければ患者さんも嬉しいのではと感じている次第です。
.
他の「患者様からの感動の言葉」もご覧ください。
村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（３）
村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（２）
村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（１）
　
村上歯科医院の治療例もご覧ください。

村上歯科医院治療例（１１）＜インプラント治療）＞
村上歯科医院治療例（１０）＜審美歯科（歯周治療と矯正治療）＞
村上歯科医院治療例（９）＜矯正治療＞
村上歯科医院治療例（８）＜歯周治療＞
村上歯科医院治療例（７）＜審美歯科（歯肉の美白）＞
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村上歯科医院治療例（６）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（５）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（４）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（３）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（２）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（１）＜インプラント治療＞
.

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 22:58 | コメント (0)

2009年08月06日

♪夏休み♪

梅雨もやっと明けて、お子様たちは夏休みですね（＾Ｕ’）”

村上歯科医院にもたくさんのお子様たちが定期クリーニングにいらっしゃっていますょ！！

笑顔で頑張ったかわいいお子様たちの写真をチェキで撮らせていただいて、待合室の掲示板にはっています☆☆
.
村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 17:25 | コメント (0)

2009年08月05日

ロータリークラブの宮田親志さん！

先日、院長先生の所属する小倉東ロータリークラブ会員の宮田親志さんに村上歯科医院スタッフ教育のためにお話をしていただきました☆★
宮田さんは北九州市内にau携帯のお店を８軒、ソフトバンク携帯のお店を２軒、その他水上バイクのお店や電気屋さんなど沢山のお店を持つスゴい
実業家です（’Ｕ’）！
また、関門海峡花火の副実行委員長をされています♪

『恋と愛と情』についてや『血液型性格診断」等々、とても楽しくお話してくださいました！！
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宮田さんのお話を大事にし日々の仕事に活かしていきたいとおもいます。ありがとうございました！
.
.

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 23:32 | コメント (0)

2009年08月04日

☆暑中お見舞い申し上げます☆

皆様いかがお過ごしですか？？
先日の大雨すごかったですね（＞。＜）”大丈夫でしたか？？？

すごく暑い時期もあったり、雨がたくさん降って蒸し暑くなったり涼しくなったり・・・
皆様体調を崩されたりしていませんか？

村上歯科医院では、今年は院長『村上和彦先生』の幼少期からの写真入りで暑中見舞いのお葉書を送らせていただきました（＾３＾）！

結果・・・大反響です（＾O＾）””

ぜひご覧くださいませ☆☆☆
.
.

じゃじゃじゃじゃ～～～ん！
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村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 15:36 | コメント (0)

2009年08月03日

インプラント専門医講習会受講！

８月１日（土）、２日（日）の２日間、ホテルニューオータニ博多で「日本口腔インプラント学会第３回口腔インプラント専門医臨床技術向上講習
会」があり、中野Jr.こと中野宏俊先生と受講してきました。

講師の先生は歯科大学の教授、準教授が４名、開業医の先生が２名、それに弁護士であり関西大学法務研究科の教授の合計７名で、バランスのとれた
講演会でした。特に大学の教授、準教授クラスの先生のお話は基本的な事項で、我々臨床医にとってなかなか聞く機会がない興味深いものでした。全
体としていかに安全にインプラント手術を行うにはどのような事柄を押さえておかないといけないかということが貫かれていたように思います。
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次回、第４回目は１１月に大阪で開催されるそうです。

中野先生、今回誘ってくれてありがとう。またいい講演会があったら教えてくださいね。
．
．
村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 22:44 | コメント (0)

☆今月のアロマ☆

今月のアロマは”ピーチ”です（＾０＾）”
桃の美味しい季節ですね！！スタッフも桃大好きです（>Ｕ<）♪

やっと梅雨明けしたのになんとなくスッキリしないお天気ですが・・・今月も村上歯科医院は元気に頑張って参ります（＾＾）／
皆様も夏バテしないように気をつけられてくださいね！！

投稿者 村上 : 15:34 | コメント (0)

2009年07月29日

New！　虫歯除菌システム（3DS）のページ新登場

村上歯科医院のホームページに新しく虫歯除菌システム（3DS）のページが追加されました（＾０＾）是非ご覧ください☆★

除菌システムとは？？
今までやってきた予防をさらに手助けするために、マウスピースと抗菌剤を用いて、虫歯と歯周病の原因菌（ＭＳ菌・ＰＧ菌）を化学的に除去するシ
ステムです。

虫歯や歯周病は感染症です！！
よく虫歯ができる・・・お子様への感染が心配・・・ｅｔｃ

虫歯菌（ＭＳ菌）の量を調べることができます（歯周病菌（ＰＧ菌）も同時に調べられます）☆

そして、ＭＳ菌・ＰＧ菌の多い方は３ＤＳによる除菌を行うことで、ご自分やご家族の口腔内を守ることができます！！

詳しくは、３ＤＳのページをご覧ください（＾Ｕ＾）””

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 23:48 | コメント (0)

2009年07月28日

なんと！患者様が厚生労働省児童福祉文化賞受賞★☆

いつも手作りの可愛いお人形をくださる患者様の納富さんご夫妻（＾＾）♪

３か月に一度、村上歯科医院に定期クリーニングにおいで頂いています☆
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納富さんご夫妻は、人形劇団「ののはな」を主宰していらっしゃって、たくさんの子供達に人形劇を見てもらう活動を続けています。

その納富さんご夫妻がなんと今年度、厚生労働省の児童福祉文科賞を受賞されました！！！
おめでとうございます（＾３＝）
『舞台芸術部門』という部門で、作品名は、『ちいちいにんにん』です☆

北九州にこのような素晴らしい方がいらっしゃることは北九州人の誇りです。

納富さんご夫妻は「イベントを開催するときはお声かけください。いつでも人形劇をしますよ。」と言ってくださいました。村上歯科医院でも一度企
画したいと思います。その時はみなさんにお知らせしますね（＾＾）♪

追記：奥様に「ご主人は声がとても素敵ですね」と言ったら「声だけですか」と即座に突っ込みが入りました。アツアツの素敵なお二人です。

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 16:35 | コメント (0)

2009年07月27日

勉強会へ行ってきました！！

６月、７月と村上歯科医院スタッフは、たくさんの勉強会へ行かせていただきました（＾０＾）！

院長の村上和彦先生も福岡から東京まで、たくさんの勉強会に参加されて座長を務められたり大忙しでした！！

これからも学んだ事をミーティングで話し合い、村上歯科に還元して、より良い歯科医院になれるよう取り組んで参ります（’３’）”

●６月２０日（土）
『スタッフ研修会』・・・変わった！仕事が楽しくなった！　私たちの「歯科医院改革」　in小倉歯科医師会館
講師・歯科衛生士　マネジメント・マスター　小原啓子先生
・・・一スタッフとして歯科医院のために取り組むべき姿勢や、５Ｓの大切さについて学べました。また院外からの情報も常に取り入れる必要性につ
いてなど、とても勉強になりました。

●６月２１日（日）
『九州デンタルショー２００９』　in　マリンメッセ福岡
たくさんのメーカーさんの話をききながら、プロフェッショナルケアやセルフケアの器具を実際に体験したり学ぶことができました。取り入れられる
ものは積極的に取り入れていきます。

●６月２４日（水）
『予防は歯科をどう変えるか』　in　九州歯科大学
・・・福岡に開業されている中村譲治先生の講義で、予防歯科についての講義を聞くことができました。中村先生のところで実際に行われている予防
歯科は勉強になることがたくさんありました。
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●６月２６日（金）
『学術講演会』　in　小倉歯科医師会館
・・・当院では行っていない訪問診療のお話でしたが、治療のみではなく口から食べる大切さ、口腔だけではなく全身をみること、他職種の方々との
連携の必要性を学べました。

●６月２６日（金）
『ホワイトニングについて』　in　八幡歯科医師会館
・・・九州歯科大学の寺下教授によるホワイトニングの実際について学べました。生活歯のホワイトニングと、失活歯のホワイトニングについて学ぶ
ことができました。

●６月２７日（土）
『日本臨床歯周病学会』　in　アクロス福岡
・・・今年は福岡で行われました！
歯周疾患へのアプローチについて、全国のドクターや歯科衛生士の方々のお話を聞くことができました。たくさんの症例から、それぞれに合ったアプ
ローチの仕方や器具選びの大切さ等々たくさんのことを学ぶことができました。

院長先生はメインホールでシンポジウムの座長をされました。とても立派に見えました。

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 12:18 | コメント (0)

2009年07月25日

なかむら歯科医院見学♪♪

６月２７日（土）の午後より、福岡の大名にある『なかむら歯科医院』に見学に行かせていただきました！！
スタッフ４人でお邪魔させていただきましたが温かく迎えてくださって、とても楽しく見学させていただきました。
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中村譲治先生は昔から予防歯科に力をいれておられる先生で、６月２４日（水）に院長先生と一緒に九州歯科大学で中村先生の講義を受けさせていた
だきました。その講義で大変感激し、実際に病院や診療の様子をみせていただきたくお邪魔させていただきましたが、大変勉強になりました（＾０
＾）””

定期クリーニングのシステムなど、当院にもとり入れたいと思うことが沢山ありました！！！

また、ビルの屋上に菜園もあり素敵でした（’U’）”

中村先生をはじめ、スタッフの皆様、本当にありがとうございました★☆

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 09:44 | コメント (0)

2009年07月20日

村上歯科医院治療例（11）＜インプラント治療＞

皆様、大変お待たせしました。久しぶりに村上歯科医院治療例を掲載します。今回は最近治療が終わったインプラント治療の患者様です。歯科関係者
の皆様も一般の方も、どうぞご覧ください。

患者様は初診時６６歳の男性です。主訴はインプラントをしたいと言うことでした。以前、村上歯科医院でインプラント治療をされた患者様からのご
紹介でした。
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　☞　
　　　　　治療前　　　　　　　　　　　治療後

　　　
　　　　　治療後　　　　　　　　　　　治療後

.

.

治療後のレントゲン写真：上顎左右中切歯は根面板にしフルデンチャー、下顎左右臼歯部はインプラント８本、下顎前歯６本はメタルセラミックで修
復した。

　　　
治療前　　　　☟　　　　　　　　　　　　　☟

　　　
治療後

　☞　
　　　　　治療前　　　　　　　　　　　治療後

　　　
　　　　　作業模型　　　　　　　　アバットメント装着



　☞　
　　　　　治療前　　　　　　　 　　　　治療後

　☞　
　　　　　治療前　　　　　　　　　　　治療後
.
詳しくは当サイト「インプラント」のページをご覧ください。
.

他の治療例もご覧ください。
村上歯科医院治療例（10）＜審美歯科（歯周治療と矯正治療）＞
村上歯科医院治療例（９）＜矯正治療＞
村上歯科医院治療例（８）＜歯周治療＞
村上歯科医院治療例（７）＜審美歯科（歯肉の美白）＞
村上歯科医院治療例（６）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（５）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（４）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（３）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（２）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（１）＜インプラント治療＞

投稿者 村上 : 15:54 | コメント (0)

2009年07月12日

今日は朝からDr.３人で講習会を受講

神奈川歯科大学教授の佐藤貞雄先生による「ブラキシズムを考慮した咬合の概念とその臨床」という講演会が福岡市であり、副院長の牧瀬先生と前田
先生と私の３人で受講してきました。

.

.
佐藤先生は、咀嚼器官はもともとは情動性の攻撃性脳である大脳辺縁系の支配を受けるているもので、本来は敵を攻撃する器官であるが、現在の人間
はそれを抑制し自制的に行動しているため、ストレスが溜まり、そのストレスをリリースするためブラキシズムを行っている。したがってブラキシズ
ムは止めさせようとするのではなく、むしろやらせた方が良い。ストレス管理という考え方が重要であると述べられていました。また、口腔内のさま
ざまな疾患（齲蝕、歯周病、知覚過敏、歯根破折などなど）の原因はストレスによるものが多く、最近ではブラキシズムと精神疾患との関係も報告さ
れているとのこと。また、そのブラキシズムの発現はストレスに関連するがブラキシズムの活動の強さは咬合に依存すると述べられ咬合治療や犬歯ガ
イドの重要性にも言及されました。
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お昼休みに仲良く美味しそうにお弁当を食べている牧瀬先生と前田先生
.
村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 23:01 | コメント (0)

2009年07月06日

☆七夕☆

明日はいよいよ七夕ですね（＾０＾）”
皆様、お願い事はされましたか？？？

村上歯科医院でもスタッフや患者様の願いを短冊にして飾っていますょ（＾＾）”

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 14:05 | コメント (0)
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2009年07月03日

☆今月のアロマ☆

今月のアロマは”ストロベリー”です（＾＾）”

７月！！もう下半期に入りましたね♪♪早い！！！

今月も村上歯科医院は雨にも暑さにも負けず元気いっぱい頑張ってまいります（’U’）★★

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 12:12 | コメント (0)

2009年06月29日

村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（3）

村上歯科医院では、患者様から忌憚のないご意見をいただけるよう、待合室にアンケート用紙を準備したり、治療が完了された患者様にアンケートの
お願いをしています。
そのアンケートの記述を「村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば」と題し、少しずつご紹介しています。今回はその第３弾です。

.
（６４歳・女性）友人に紹介されて通院しましたが、スタッフ一同やさしく親切で感謝しています。マスイが切れても全然いたくありませんでした。
色々な歯医者に通いましたが、親切におしえて下さって嬉しく思います。三ヶ月後またお伺い致します。みなさんお体を大切に頑張って下さいませ。
.
（６８歳、男性）＜治療前＞１５年ほど前に他院でインプラント治療をした箇所が経年？で咀嚼力が著しく低下し軟らかいものしか噛むことができな
い状態でした。＜治療後＞今回の治療は右下奥歯４本の人工歯根の除去と新たに４本のインプラント治療を施術するもので約１年の治療期間を要しま
した。インプラント治療の進歩は素晴らしく、現在久しぶりに左右両方の歯で噛める喜びを味わっています。
.
（７９歳・女性）清掃が行きとどいて本当に気持ちがいいですね。これからもよろしく。
.
.
他の「患者様からの感動の言葉」もご覧ください。
村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（２）
村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（１）
.
村上歯科医院の治療例もご覧ください。
村上歯科医院治療例（１０）＜審美歯科（歯周治療と矯正治療）＞
村上歯科医院治療例（９）＜矯正治療＞
村上歯科医院治療例（８）＜歯周治療＞
村上歯科医院治療例（７）＜審美歯科（歯肉の美白）＞
村上歯科医院治療例（６）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（５）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（４）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（３）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（２）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（１）＜インプラント治療＞
.
村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 23:27 | コメント (0)

2009年06月22日

インプラントの有料ハンズオン受講！

先週の6/20-21に東京国際フォーラムで日本顎咬合学会の第２７回学術大会が開催され、私、院長が出席してきました。
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東京国際フォーラム受付風景

UCLAのトーマス・ハン先生の特別講演
．
．
．

基調講演、特別講演、メーカーシンポジウム、有料ハンズオン、テーブルクリニック、一般講演、ポスター発表など、全部で３４６題の壮大な学術大
会でした。

私はUCLAのトーマス・ハン先生の特別講演やストローマンジャパン主催のランチョンセミナーなどインプラント治療を中心に聴講し、午後は２日間
ともインプラント関係の有料ハンズオンを受講しました。

有料ハンズオン風景：明海大学の申教授による「SinCrestを用いた新しいソケットリフトテクニック」



途中からトーマス・ハン先生が来場。ハン先生には10数年前、UCLAでインプラントと歯周治療のポストグラジュエートコース受講の際に大変お世話
になりました。

有料ハンズオン風景：明海大学の嶋田教授による「誰にでもできるインプラントのための骨造成」

豚さんの顎を使ってGBRなどの実習をしました。切り刻まれた豚さんのあごです。「豚さんご免なさい」と言いながらの手術実習。お返しとして、
ここで学んだ技術を患者さんに活かしていきたいと思いました。

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 22:07 | コメント (0)

2009年06月20日

院長先生が九州歯科大学で講義されました！！（２）

６月２日（火）に、昨年に引き続き院長の村上和彦先生が非常勤講師として九州歯科大学の３年生に講義をされました（＾０＾）

担当科目は『歯科医師入門学』というもので、将来の目標をもってこれからの学生生活で勉学に励んでいただくために、昨年から企画された授業です
（’Ｕ’）”

講義後に提出された学生さんのレポートの一部を紹介します！！
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●本当に大事なことは、治療の技術の高さだけでなくそれ以上に患者さんへの気持ちの強さ、一人のひとにどれだけ本気になって接していけるのかだ
と感じました。

●技術だけでなく、心も豊かな歯科医のになりたいと思いました。

●２５年前から患者さんに重きを置いていたことに驚き、医療において病気だけでなく患者さん本人をみることが重要であることが分りました。

●自分もスタッフも気持ち良く働け、患者さんも満足でき、長く付き合うことのできる病院を将来作りたいと思いました。

●先生は患者さん一人一人を大事にしていて、スタッフがまとまっているという印象をうけました。

●地域に貢献すること、一人ひとりの患者さんと真正面から向き合うことによって生まれる達成感や喜び、失敗も含め、自分を人としていかに大きく
成長させてくれるかを感じました。

先生お疲れ様でした（＾＾）”

去年されたときの講義後のレポートもご覧ください（’３’）！
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2008/06/post_125.html

投稿者 村上 : 22:04 | コメント (0)

2009年06月19日

♪患者様の海外公演♪九州アクターズクラブ

当院の患者様の舌間さんが所属している『九州アクターズクラブ』（＾９＾）！！
１１月に海外公演が決まりました！！

http://star.ap.teacup.com/katsclub/

１１月のはじめにリバーウォークの北九州芸術劇場小ホールで「ＡＩ　ｎｏ　ＵＴＡ」（仮）～ミュージカル　アイノウタ～の公演も決まっています
★☆

興味のある方♪ぜひぜひ観に行かれてみてください（＾０＾）”
村上歯科医院のスタッフも行かせていただいたことがありますが、笑いあり、感動ありのとてもいい公演だったそうです（’Ｕ’）！
.
村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 12:29 | コメント (0)

2009年06月17日

♪受付の制服♪

村上歯科医院の受付の制服が、今日から変わりました！！

去年の秋から今年の春までは薄いグレーの制服でしたが、今回は薄くストライプの入ったベージュです（＾０＾）”
涼しげでスタッフみんな気に入ってます（＾３＾）！
和彦先生も・・・（＾＾）
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村上歯科医院のスタッフブログにも持っていますよ（’U’）☆★
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 09:45 | コメント (0)

2009年06月05日

オゾン生成装置☆☆☆SEDENT

村上歯科医院では、人と環境にやさしい『オゾン水』で患者様の衛生管理に努めています（＾０＾）/

オゾン水の原料は水と酸素だけ！

除菌・脱臭洗浄効果に優れ、使用後は分解して元の水と酸素に戻るため残留性もなく、環境汚染の心配もありません！！

細胞周辺の水分と反応して強い酸化力で細胞壁を破壊します（＾＾）””

当院ではオゾン水を用いてすべての器具を洗浄しています☆
オゾン水は洗口に使用しても安心で、除菌・洗浄・脱臭をしっかりと行います！！

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）

http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2009/06/post_194.html
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http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 17:14 | コメント (0)

2009年06月03日

♪歯の衛生週間プレゼント♪

６月４～６月１０日の『歯の衛生週間』に来院してくださった患者様皆さまに村上歯科医院より感謝の気持ちを込めて・・・

プレゼント企画　第２弾！！
２００個限定です☆★

何かは来院されてのお楽しみ！！

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/
ご自分のお口の中に興味を持っていただけるものです（＾O＾）！

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 10:49 | コメント (0)

☆今月のアロマ☆

今月のアロマは”ココナッツ”です（＾３＾）/

もう６月ですね！！
村上歯科医院も少しずつ夏仕様になってきましたよ（＾＾）”

　

今月も元気いっぱい頑張って参ります（’U’）/

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/
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投稿者 村上 : 10:43 | コメント (0)

2009年05月27日

今月のミーティング♪♪

５月のミーティングは、２７日（水）の午後より行いました！！

内容は・・・勉強会の報告（食育）、各プロジェクトの報告や進行についての話し合い、滅菌強化について、スタッフブログやホームページの内容、
７月に発行する『村上新聞第２弾』の内容など等です★☆

あと、ホワイトニングを紹介してくだっさた患者様への割引サービス検討中です（’U’）”

あとあと、６月４日からの歯の衛生週間に村上歯科医院に来院してくださった患者様に素敵なプレゼントを準備中です♪♪♪

今月のお誕生日会もしましたょ（＾３＾）

村上歯科医院のスタッフブログも是非ご覧ください！！
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 15:48 | コメント (0)

2009年05月22日

♪芳賀さんの結婚式♪

５月１６日（土）に３月まで村上歯科医院で働かれていた歯科衛生士の芳賀さんの結婚式がありました★☆
小倉南区のガーデンサロン２号店でありましたよ（＾＾）！

　 　

とてもきれいな花嫁さんでした（＾０＾）”
村上歯科医院全員と大先生、奥様も一緒に出席されましたよ！！
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少し小雨が降っていましたが、緑に囲まれて素敵な式場でした☆

院長の和彦先生のスピーチです（’Ｕ’）”
結婚式前から、緊張する（＞。＜）といわれていましたが、スタッフに見守られる中芳賀さんの仕事ぶりから院外での楽しい話しまで、凄く素敵なス
ピーチをされました！！

芳賀さんからブーケのプレゼント☆★
今度１１月に結婚するスタッフへ、幸せになってね（＾。’）との気持ちをプレゼントしてくれました！！
次はこのスタッフが結婚します（＾＾）”プレゼントとても喜んでいましたよ！

この日は、去年の９月いっぱいで退職された受付の進さんも出席してたので、久々会えてみんなでワィワィ話をしましたょ！！

余興でスタッフの節原・逸木・末廣がバックダンサー（？）をしましたぁ（＾３＾）！！



芳賀さんも旦那様もとても幸せそうで、村上スタッフも幸せいっぱいでした★☆

　

結婚式の様子は村上歯科医院のスタッフブログにも載っていますよ（＾０＾）”
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 12:10 | コメント (0)

2009年05月07日

☆今月のアロマ☆

今月のアロマは先月に引き続き”グレープフルーツ”です（＾ｕ＾）！！
とっても良い香りですよ★

ＧＷも終わりましたねぇ（＞。＜））皆さま楽しいお休みとなりましたでしょうか！？
連休明けからも村上歯科医院は頑張って参りますので、よろしくお願いたします（＾３＾）”

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 18:19 | コメント (0)

2009年04月29日

村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（２）

村上歯科医院では、患者様から忌憚のないご意見をいただけるよう、待合室にアンケート用紙を準備したり、治療が完了された患者様にアンケートの
お願いをしています。
前回からそのアンケートの記述を「村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば」と題し、少しずつご紹介しています。今回はその第２弾で
す。

.
（６５歳・女性）“インプラント”と聞いた時は恐いと思いました。すぐには決められませんでしたが、詳しく説明していただき、その不安もなくな
り、治療することに決めました。数年経ちましたが、一度もトラブルなく、インプラントにして本当に良かったと思います。
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　長い間歯が弱く、いろいろと治療に通いましたが、自分の思う治療を受けることが出来ませんでした。村上先生を紹介していただき、若松から少し
遠いとは思いましたが、思いきって伺ったところ、大変わかりやすく説明していただき、安心して治療を受けることが出来、とても感謝しておりま
す。
　院長先生をはじめ皆様とても親切に接していただき、気持ちよく治療を続ける事が出来ました。
.
（６０歳・女性）治療の説明が十分で非常にわかりやすいです。（次回の予定も）鏡で見せて下さるのもわかりやすいです。
.
（５０歳・女性）こちらに伺うのが楽しみです。また半年後によろしくお願いします。
.
他の「患者様からの感動の言葉」もご覧ください。
村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（１）
.
村上歯科医院の治療例もご覧ください。
村上歯科医院治療例（１０）＜審美歯科（歯周治療と矯正治療）＞
村上歯科医院治療例（９）＜矯正治療＞
村上歯科医院治療例（８）＜歯周治療＞
村上歯科医院治療例（７）＜審美歯科（歯肉の美白）＞
村上歯科医院治療例（６）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（５）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（４）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（３）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（２）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（１）＜インプラント治療＞
.
村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 23:02 | コメント (0)

ISO9001（品質マネージメントシステム）の認証を更新！！

ISO認証機関による初めての更新診査が昨年行われ、その結果、無事認証登録の更新が承認されました。この度、ビューロベリタスジャパンから認証
賞が届きました。

ISOの特徴であるPDCAサイクルを回しながら、今後も業務のカイゼンを進めてまいります。皆様に愛される村上歯科医院であり続けたいと考えてい
ます。

詳しくは当サイト「ＩＳＯ９００１取得」のページをご覧ください。

村上歯科医院のスタッフブログもご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 22:32 | コメント (0)

2009年04月27日
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患者様からのいただきもの☆★

いつも定期健診に来てくださっている患者さまからいつも可愛い人形をいただいています（＾０＾）”
そのお人形たちはすべて手作りです！！

 

ご夫婦で人形劇団をされていて、その人形劇で使われたとても素敵な人形たちをプレゼントしてくださいます♪♪
村上歯科医院では子供たちに大人気で、クリーニング前後に遊んだり治療のときに応援団として大活躍してくれています（＾Ｕ＾）／

いないいない～

ばあ～

患者様のされている『人形劇団ののはな』のホームページです☆★ご覧ください♪
http://homepage2.nifty.com/pupo/nonohana/

投稿者 村上 : 11:45 | コメント (0)

2009年04月24日

村上歯科医院スタッフブログはじめました！！！

村上歯科医院のスタッフがそれぞれの日常をブログに書き込める『村上歯科医院スタッフブログ』をはじめました（＾０＾）”
院内では見られない姿が見られるかも！？です☆☆☆
ぜひぜひ、ご覧ください（＾３＾）♪

http://www.murakami-dc.com/news/archives/2009/04/post_181.html
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http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

携帯からも見ることが出来ます！！

ご覧ください（＾３＝）
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/

投稿者 村上 : 16:11 | コメント (0)

2009年04月14日

歯科医はライフサポーター☆☆☆

『かかりつけ歯科医』がいる方ほど、健康状態が良好なことがわかってきました！！

歯科医療があなたの充実した生活のお手伝いをします。

　　　　　　日本歯科医師会の広告より

人は単に長寿を目指すのではなく、健康で長生きしてその人生を充実させることに価値をおいています。充実している人生の基本は、食べ物を美味し
いと感じられること、楽しい会話ができることです。
近年では６５歳以上の方々の歯科受診が増えており、これは「歯を残して健康な老後を過ごしたい」という思いの表れでしょう。
「かかりつけ歯科医」（村上歯科医院）では、あなたのライフサポーターとして”生きる力を支える歯科医療”に努めてまいります。治療はもちろ
ん、定期的なチェックや「おやっ？」と思った時も気軽に相談できる「かかりつけ歯科医院」（村上歯科医院）が、あなたの”安心”を守ります。

歯と口の病気は全身に影響を与えます。例えば歯周病は、誤嚥性肺炎や糖尿病、心疾患、脳血流害、早産や低体重児出産などとも関係しているといわ
れています。
日本歯科医師会は、８０２０運動（８０歳になっても２０本以上の自分の歯を保とう）を通じて、歯とお口の健康から始まる全身の健康づくりに寄与
し、皆様の健康増進、健康寿命の延伸をお手伝いします。

知っていますか？
歯周病とからだの関係

国民の８０％が歯周病です。最近、全身の健康と歯周病の関わりが明らかになっています。

http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/
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定期的なプロフェッショナルケアと毎日のセルフケアで口腔から全身を守りましょう。

歯周病・・・単に歯を失うだけでなく、全身的には健康な人でもその病変部は持続的な全身への感染源となります。

脳卒中・・・歯周病とは一見関係なさそうですが、頸動脈硬化をひき起こし、その疾患が脳卒中と関連します。

肺炎・・・高齢者では口腔内を不潔なままにすると、口腔内の細菌が侵入し、誤嚥性肺炎を引き起こします。

狭心症、心筋梗塞・・・歯周病で多く診られるP.gingivalis菌は血栓を作りやすく、心血管疾患の危険因子となります。

早産、低体重児出産・・・妊娠時に歯周病は悪化します。また、それを放置すると胎児の出生の状態にも影響を及ぼします。

糖尿病、肥満・・・メタボリックシンドロームと呼ばれるこれらの疾患と歯周病は相互に関連し病態を悪化させます。

投稿者 村上 : 18:18 | コメント (0)

2009年04月06日

♪さくらウォーク♪

４月５日（日）に院長の所属している小倉東ロータリークラブの主催で『さくらウォーク』が行われました☆★
小倉東ロータリークラブの５０周年記念と松本清張生誕１００周年を記念して最長５０㌔のさくらウォークとなりました（＾０＾）”和彦先生はサポ
ーターとして参加され、スタッフの行村さん・末廣さんは３０㌔に挑戦しました！！

　 　

結果は・・・

２人とも３０㌔完歩です（＾０＾）！！　すごい♪♪

《行村さん》
・・・今回は、一昨年の「行橋～別府・１００㌔ウォーク」のリベンジ？！とまではいきませんが、距離が３０㌔だったので何とか完歩できたのでよ
かったです！！途中で足に水ぶくれができて痛かったのですが、周りの参加者やサポーターの方々が声をかけていただき、とても励まされました（＾
３＾）　でも・・・やっぱり１００㌔は歩けないと感じました。

《末廣さん》
・・・私は初めて参加しました。初めは１０㌔だけでも歩けたらいいと思っていましたが、無事に３０㌔完歩することができました。普段、歩いたり
運動しない私が練習もあまりしないで３０㌔歩けたことは、自分でもびっくりです！途中はかなりつらいときもあったけど、最後まで歩ききることが
できて良かったです。とても良い経験になりました。
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ゴールの北九州空港で院長の和彦先生と（＾３＾）

　

　　

投稿者 村上 : 11:25 | コメント (0)

2009年04月02日

村上新聞創刊！！！＆新入社員２名入社！！！

４月より『村上新聞』を創刊しました（＾０＾）””
年に４回(季節ごと)に新聞作りをしていきます☆★
内容は、歯に関するものからスタッフ紹介など色々です♪
待合室に置いていますので、ぜひぜひお持ち帰りください。

尚、昨年の１０月から実習できてくれている宮原由希子さんが４月１日より受付として正式に入社しました。
「宮原」・・・４月から正式に社員として働くことになりました。ご迷惑をお掛けすることもあると思いますが、一生懸命頑張りますので、これから
もよろしくお願いします。

４月から新人歯科衛生士の中村友子さんが入社しました☆中村さんは今年の３月に九州歯科大学歯科衛生士学院を卒業し、国家試験にも合格していま
す！！オメデトー！！！
「中村」・・・早く仕事に慣れるようにいつも笑顔で頑張りたいです♪よろしくお願いします。

投稿者 村上 : 16:42 | コメント (0)

芳賀さんの退職☆

３月３１日をもって、村上歯科医院に１０年間勤務された歯科衛生士の芳賀さんが退職されました☆★
主任歯科衛生士だった芳賀さんは、とても優しくみんなのお姉さん的存在だったのですごく残念でしたが、めでたく寿退社ということで、みんな喜ん
で送り出しました♪♪
最後に集合写真を撮りましたょ（＾０＾）
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最後の日に、芳賀さんの送迎会を行いました！！
みんなはしゃいだり、泣いたり、笑ったり・・・とても充実した送迎会となりました（＾３＾）”

　

一緒にお仕事できなくなるのはとても寂しいですが、お仕事以外ではたくさん遊んでもらう予定です♪
それに・・・５月には結婚式もあるので、スタッフみんなで楽しみにしています！！！

芳賀さん１０年間本当にお疲れさまでした★☆★☆

芳賀さんからのメッセージです（（＾０＾））
今まで１０年間本当にお世話になりました。
みなさんに出会えたおかげでいろんな事を学ぶことができ、とても楽しく働くことが出来ました。
村上歯科の卒業はとても寂しいですが、これからは良い奥さんになれるように頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿者 村上 : 16:10 | コメント (0)

2009年03月31日

村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（１）

村上歯科医院では、患者様から忌憚のないご意見をいただけるよう、待合室にアンケート用紙を準備したり、治療が完了された患者様にアンケートの
お願いをしています。
今回からそのアンケートの記述を「村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば」と題し、少しずつご紹介して行きたいと思います。

.
（３５歳・女性）治療に対する不安を解消してくれる。“おもてなし”を受けている様な、サロンに来て心地よいエステを受けている様な感じさえす
る。対応も素晴らしく、企業努力みたいなものがうかがえ信頼して治療に来れる。ありがとうございました。
.
（６４歳・女性）村上歯科でインプラント治療を受けたが、治療前は手術と聞いていたのでこわいとか痛いとか思い不安でした。しかし、覚悟をして
手術をしたら、痛いとかさほどなく不安は消えました。私の場合、骨をうめてインプラントを入れたのです。これだけの手術をしているのに血もさほ
どなく、医術の進歩に驚きました。一方、私は良き先生に巡り会えたからではないかと思い感謝しております。私はインプラントをたくさん入れまし
た。最初の一本打ち終わった後は、怖くなくなりました。その後、７、８本入れました。今はきれいな歯になり、これからの老後を入れ歯なく過ごせ
るように大事にして過ごしていくよう心がけていこうと思っております。主人もきれいな歯になり喜んでくれています。先生、有りがとう御座いまし
た。
.
村上歯科医院の治療例もご覧ください。
村上歯科医院治療例（１０）＜審美歯科（歯周治療と矯正治療）＞
村上歯科医院治療例（９）＜矯正治療＞
村上歯科医院治療例（８）＜歯周治療＞
村上歯科医院治療例（７）＜審美歯科（歯肉の美白）＞
村上歯科医院治療例（６）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（５）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（４）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（３）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（２）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（１）＜インプラント治療＞
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投稿者 村上 : 22:55 | コメント (0)

2009年03月28日

☆院内旅行へいってきました☆

３月１４、１５日に村上歯科医院の院内旅行で大分へ行って来ました！！

ホテルに到着したときです☆
別府の温泉で癒されて、とても楽しい旅行でした（＾０＾）”

先生方は勉強会があったため、今回の院内旅行は残念ながらお休みでした。。。

女の子だけの旅行だったので、大部屋でみんなでワイワイできてとても楽しかったです（＾３＾）
浴衣選びをして・・・　　

ご飯はとても美味しく、量も多くて満足♪満足♪　

次の日は由布岳の横をを通って、湯布院へ行きましたょ☆★　

《夢の大吊橋》も元気に渡りました！！
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先生たちがいなくて寂しいかな・・・？と思いましたが、女の子８人での旅行はあっという間でとてもとても楽しい院内旅行となりました（笑）

投稿者 村上 : 13:02 | コメント (0)

2009年03月27日

「くらとみ歯科クリニック」に見学に行って来ました！！

３月２５日（水）の午後より小倉南区にある「くらとみ歯科クリニック」へ、ドクター２人と、衛生士、受付が、見学へ行かせていただきました（＾
０＾）”
とてもとてもお忙しい中、診療の様子を見学させていただき、いろいろと勉強になりました！！

倉富先生は院長先生の所属している北九州歯学研究会の会員で、一番の伸び盛りの先生（院長先生曰く）で、院長先生の後輩ですが院長先生がいろん
な面でお世話になっている先生です。

「くらとみ歯科クリニック」は小倉でもっとも患者さんの多い歯科医院で、待合室にはいつも患者さんであふれ、次回のアポイントも２週間後という
状態です。今回はその理由を知ることが目的の一つでした。

その答えは、なんと！なんと！倉富先生の人間力とスタッフ皆さんの献身的な患者さんへの対応に尽きると感じました。

診療後には倉富先生にご飯にまで連れて行っていただいて、お話することが出来ました！とても感謝の気持ちでいっぱいです☆★

倉富先生、美しい柴原先生、やさしい山内さんはじめスタッフの皆様。ありがとうございました。
村上歯科医院に取り入れられるところを検討して、これからも頑張って参ります♪♪

投稿者 村上 : 17:30 | コメント (0)

2009年03月19日

「上野歯科医院」に見学に行ってきました！！

３月１８日（水）の午後より当院のスタッフ６人で八幡西区にある”上野歯科医院”に見学に行って来ました☆☆

院長の上野道生先生は、院長先生と同じ北九州歯学研究会の会員で、院長先生の先輩であり、院長先生がとてもお世話になっている先生です。
「上野歯科医院」は院長先生が以前から理想とする歯科医院だそうで、村上歯科医院は上野歯科医院を目指してこれまでやってきたそうです。

感想は凄くきれいな明るい病院で、スタッフも皆さん優く、とても勉強になりました（＾０＾）”
奥様の純子先生やお嬢様の喜子先生にも大変お世話になりました。
村上歯科医院に取り入れられるところを検討して、これからも頑張って参ります♪♪

上野先生、奥様、お嬢様はじめスタッフの皆様、本当にお世話になり、ありがとうございました。

投稿者 村上 : 14:05 | コメント (0)

2009年03月17日

患者様からの頂き物♪

当院にクリーニングで通院してくださっている患者様から花瓶の頂き物をしました！！
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なんと手作りの花瓶との事です（＾０＾）”
とても素敵な焼き物で、早速院内にお花と一緒に飾らせていただいてます☆☆

　

投稿者 村上 : 10:23 | コメント (0)

2009年03月09日

★さくらウォーク２００９★　参加者募集！

小倉東ロータリークラブ創立５０周年記念／松本清張生誕１００周年記念
２００９年４月５日(日)に小倉東ロータリークラブ主催による”さくらウォーク２００９”が行われます！！
満開？の桜の木を楽しみながら北九州空港まで歩いてみませんか！！

締め切りは２００９年３月１５日（日）です（＾＾）”
参加料：一般(2000円)・学生(1000円)・小学生以下(無料)
当院の待合室にも申込書を置いていますので、是非参加してみてください♪♪

距離は・・・・・

ます渕ダムから北九州空港までのウォーキングで
●５０㌔コース・・・ます渕ダムからスタート
●３０㌔コース・・・勝山公園からスタート
●２０㌔コース・・・安部山公園からスタート
と３つコースから選べます☆★☆

ます渕ダムまでは、小倉駅よりバスがありますよ♪

院長の和彦先生も安部山公園ポイントでサポーターをしています！！村上歯科のスタッフも参加する予定・・・(？)です（＾３＾）”

投稿者 村上 : 09:09 | コメント (0)

2009年03月03日

☆今月のアロマ☆

今月のアロマは、”チェリーブロッサム(桜)”です（＾＾）”
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もう３月ですね（＾３＾）！
卒業式の時期で、当院の受付の宮原さんも４日に卒業式です☆★おめでとうございます！！
４月からは正社員として村上歯科医院の受付をしてくれますよ♪

今週のお花☆

○ダリア
○カーネーション
○フリージア
○スイトピー
○雪柳
○サンデリアーナ

投稿者 村上 : 14:08 | コメント (0)

2009年02月09日

☆今月のアロマ☆

今月のアロマは”ストロベリー”です♪♪

もう２月ですね！今月はアロマを今が旬のイチゴにしてみました（＾３＾）”
患者様もスタッフもほんのり香るイチゴの香りに癒されていますよぉ！

今月はバレンタインですね☆★皆様何かご予定はおありですかぁ？？（＾v＾）

投稿者 村上 : 12:24 | コメント (0)

Ｈ２０年度九州歯科大学同窓会のセミナーに行って来ました！！

２月８日（日）に九州歯科大学で行われた基礎・臨床セミナーに当院のドクターの牧瀬先生、前田先生、衛生士の芳賀さん、行村さん、節原さん、逸
木さんが行って来ました（＾０＾））

院長の村上和彦先生は、講演されましたよ！！
午前と午後に４人の院長先生の講演があり、和彦先生は午後の最後に講演されました（＾＾）

テーマは『経営』で、たくさんの方が、いらっしゃってました！！

それぞれの歯科医院で取り組んで行ってきたことや、実際に行っていることなどたくさんの事を学ぶことが出来ました！！
他院の方々の頑張りをみることが出来て、村上歯科医院もスタッフ一同頑張っていこう！！という気持ちになりました（＾０＾）””
当院に取り入れられることは、院内ミーティングで話し合いをしています☆★

投稿者 村上 : 09:32 | コメント (0)

2009年02月03日

北九州歯学研究会の研修会に行ってきました！！
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２月１日（日）に福岡で行われた北九州歯学研究会の研修会に牧瀬先生と前田先生、そして衛生士の飯田さんと末廣さんが行って来ました！
『歯科医院の経営基盤と治療の質』というテーマでたくさんの先生が講演されましたよ（＾＾）”
院長の和彦先生は、座長をされました★☆

他院で取り組んでいる歯科治療の実際や、患者様の満足を得られる治療・・・についてたくさん学ぶことが出来ました！
和彦先生の座長姿も素敵でしたよ（＾３＾）”

勉強したことはレポートにして、院長に提出です♪村上歯科医院にと取り入れられるものは院内ミーティングで話し合いをします！

投稿者 村上 : 14:37 | コメント (0)

2009年01月30日

１００㌔ウォークの感想文集♪

１０月に行われた１００㌔ウォークの感想文集が届きました（＾３＾）

今年は村上歯科医院から院長と衛生士の行村さんと末広さんがサポーターとして出席しました！！

とても厚い感想文集です！！完歩した方の感想がたくさんありました☆★
当院の患者様の感想もあって、付箋をしてます！（＾０＾）”待合室に置いてますので、是非読まれてくださいね♪♪

投稿者 村上 : 18:08 | コメント (0)

2009年01月19日

ＩＳＯの内部監査が行われました！！

１月１４日（水）の午後よりＩＳＯの内部監査が行われました（＾０＾）

今回もデンタリンクの河田先生がいらっしゃって、一緒に２時間内部監査を行ってくださいました☆

今回も不適合はなく、この半年間の報告と話し合いをしました（＾＾）”
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内部監査の後は院内ミーティングを行いました☆
そして、今月お誕生日の牧瀬先生・節原さんのお誕生日会も一緒にしましたよ（＾－＾）

投稿者 村上 : 15:51 | コメント (0)

2009年01月14日

☆今月のアロマ☆

今月のアロマは”ジャスミン”です（＾０＾）！

年末からずっと厳しい寒さが続いていますね（＞。＜）”皆様風邪など引かれていませんか？？
今年も元気いっぱい頑張ります♪♪

投稿者 村上 : 09:29 | コメント (0)

2009年01月11日

皆様、あけましておめでとうございます（＾０＾）

皆様には健やかなお正月をお迎えのこととお喜び申し上げます。本年も村上歯科医院をどうぞよろしくお願い申し上げます。
年頭にあたり村上歯科医院では心を新たにし当院の社是、ビジョン、診療方針、医療理念を作成いたしました。新年のごあいさつに代え、ここに掲載
いたします。

患者様の岡本美智子さんの手作りの干支の置き物です。
とてもお上手ですね。

＜社是＞
いい病院を作りましょう。
「社会満足」「患者様満足」「スタッフ満足」「医院満足」を歯科医療を通して全員で実現します。
＜ビジョン＞
患者様が生涯にわたって健康で快適で美しい口腔を保ち続けることを実現します。
＜診療方針＞
１．患者様に心から喜んでいただける歯科医院を目指します。
２．患者様があふれるほどご来院していただける歯科医院を目指します。
３．患者様に思いやりをもった暖かい歯科医院を目指します。
４．患者様と明るい会話の弾む歯科医院を目指します。
５．整理整頓、清掃された清潔な歯科医院を目指します。
＜医療理念＞
１．村上歯科医院は、歯科医療提供者としての立場から、患者様の生涯を通じた健康の保持増進に協力することにより、地域社会へ貢献することを第
一の目的とします。
２．具体的には、スタッフ全員で「口腔衛生の確立」という基本理念に基づいて口腔疾患の予防に重点を置き、患者様が生涯にわたってご自分の歯で
美味しく食事ができるようお手伝いいたします。
３．そのために、村上歯科医院は患者様と長くお付き合いのできる歯科医院として患者様に寄り添い、健康で快適で美しい口腔を保ち続けるために
「歯の定期クリーニング」に力を入れていきます。
４．しかし、不幸にして口腔疾患に罹患された患者様には、村上歯科医院の持つ最先端の高度な治療技術を駆使し、痛くなく機能的で審美的な精度の
高い医療をご提供いたします。 
５．また、院内においては、スタッフ一人ひとりが医療人として、そして社会人としての誇りをもって前向きに努力し、毎日の仕事を通してお互いが
成長できる職場であることを目指します。
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今年も院長を中心に村上歯科医院全員で頑張って参りますので、よろしくお願いいたします★☆

投稿者 村上 : 12:21 | コメント (0)

2008年12月24日

院長の和彦先生★第九に♪

１２月２２日（月）に、院長の村上和彦先生が、ウェルシティ小倉グランドホールにて行われたベートーヴェンの第九の発表会に出演されました★☆
九州交響楽団の北九州巡回演奏会で、『第九の夕べ』という発表会でした！！
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