
投稿者 村上 : 23:23 | コメント (0)

2014年01月06日

明けましておめでとうございます(*^。^*)

本日より、村上歯科医院は通常通り診療いたしております(^_-)-☆

今年もどうぞよろしくお願いいたします！！

患者様からたくさんの年賀状をいただきました♪
とても嬉しく、今年もよいスタートが切れそうですヽ(^o^)丿
ありがとうございました！！

皆様、お正月はゆっくりと休養できましたか？？
今年は長めにお休みを取ることができた方も多いのでは!(^^)!

村上歯科医院は２０１４年もそれぞれの目標に向けて、スタッフ一同頑張って参ります！！

皆様の来院を心よりお待ちしております(#^.^#)

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 19:09 | コメント (0)

2013年12月26日

村上歯科医院治療例（19）＜歯周治療＞

村上歯科医院治療例（18）に引き続き当院の治療例を掲載します。今回は久しぶりに「歯周治療」の治療例です。
これは当院歯科衛生士で日本歯周病学会認定歯科衛生士の脇田（旧姓：逸木）が今年11月17日に熊本市で行われた日本歯周病学会第６回九州地区研
修会でポスター発表させていただいたものです。
重症の歯周病患者様でしたが、非外科療法で健康な歯周組織を取り戻した治療例です。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６４才の女性です。

　
　　初診時の口腔内写真　　　　初診時のパノラマレントゲン
左下の歯が抜けそうということで来院されました。
　

【はじめに】歯周基本治療において最も重要なのは患者自身の病態認識とセルフケア技術の向上であるが、セルフケア技術の向上と維持において苦慮
しながらも、非外科療法で重度慢性歯周炎の改善がみられ、SPTに移行した症例を報告する。
　
【初診】2006年 11月 2日　　64才　　女性
　
【主訴】 左下に抜けそうな歯がある。 数ヶ月前から歯牙の動揺は自覚していたが、放 置していた。痛みはない。
　
【現症】36…Ｐ3、動揺（Ｍ３）
　
【全身既往歴】特記事項はなし
　
【口腔既往歴】歯科の麻酔が苦手なため、痛みが出たときのみ通院していた。抜歯、歯石除去の経験あり。１年ほど前に27が自然脱落したが放置し
ていた。１か月ほど前にテレビで歯周病の怖さについて知り他院を受診後、当院へ来院された。
　
　　　初診時の口腔内写真(2006.11.06)
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　　　初診時のレントゲン写真(2006.11.06)

　
　　　初診時の精密検査表(2006.11.06)

　
【診査・検査所見】歯槽骨の状態は全顎的に水平性の骨吸収があり、16、17、26、47には垂直性の骨吸収が認められた。また縁下歯石の付着もあ
り、ほとんどの部位でBOP（＋）（76.0%）である。
　
【診断】広汎型重度慢性歯周炎。
　
【治療経過】初診時から知覚過敏症状が出ていたため積極的なスケーリングやSRPに取りかかれず、ブラッシングを中心に約半年間様子を見ていっ
た。知覚過敏は軽い症状が2～3年続き、下顎前歯部はその後も長引いたが、現在は落ち着いている。
患者さんのモチベーションの維持とセルフケアの確立を常に意識しながら、口腔清掃指導、スケーリング、ルートプレーニングを行った。気をつけた
点はなかなか定着しないセルフケアに対して、患者さんの生活背景やモチベーションを確認しながら毎回部分的な口腔清掃指導を積み重ねていった点
である。特に苦手とされた舌・口蓋側のセルフケアの向上に向けては、毎回清掃状況を患者さんと一緒に確認することを意識した。
１）セルフケアの向上（ブラッシング指導）　２）再評価検査　３）歯周基本治療 　４）再評価検査　５）口腔機能回復治療　６）再評価検査　
７）36インプラント　８）SPT
　
　　　基本治療終了時の精密検査表(2008.01.12)

　
　　　SPT移行時の口腔内写真(2008.04.06)



　 　

　
　
　　　SPT移行時のレントゲン写真(2008.04.06)

　
　　　SPT移行時の精密検査表(2008.04.06)

BOPは19.9%。上・下顎共に前歯部の舌・口蓋側にプラークの付着が認められ出血が認められる。また、46のインプラント部の舌側もプラークの付
着があり、この２点のセルフケアが今後の課題となった。
　
　　　SPT開始から約５年後の口腔内写真(2013.02.15)

　 　

　
　
　　　SPT開始から約５年後のレントゲン写真(2013.02.15)



　
　　　SPT開始から約５年後の精密検査表(2013.02.15)

　
　　　初診時　　　　　　SPT移行時　　　　　　SPT時
　(2006.11.06)　　 　(2008.05.12)　　 　(2013.01.07)

➜ ➜

➜ ➜

初診時より歯肉は引き締まり、健康的なピンク色となりました。下の３枚のスライドですが、初診時歯間離開していた左上１、２番間が、咬合調整と
歯周組織の改善の結果、適切な位置へ移動したのが分かります。
　
【考察・まとめ】本症例ではラポールの確立とモチベーションの維持があっても患者の手技によりセルフケアの定着がみられず、押したり引いたりの
継続的な支援が大切であることがわかった。気を抜くと、セルフケアが疎かになるため、引き続きモチベーションの維持にも努める。これからも定期
的なSPTにより歯周組織の健康を維持出来るよう努め、咬合力にも注意していきたい。
　
他の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（１８）＜歯牙再植＞
村上歯科医院治療例（１７）＜歯牙再植＞
村上歯科医院治療例（１６）＜インプラント治療・長期症例＞
村上歯科医院治療例（１５）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（１４）＜歯周治療＞
村上歯科医院治療例（１３）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（１２）＜インプラント治療＞
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）＞
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 : 23:38 | コメント (0)

Ｘｍａｓプレゼントキャンペーン☆当選者発表！！

１２月２日～２０日まで応募しておりました、Ｘｍａｓキャンペーンの抽選結果をお知らせいたしますヽ(^o^)丿
たくさんのご応募ありがとうございました！！
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当選者の方にははがきにてお知らせいたしますので、来院時に当選はがきをお持ちください(^_-)-☆

(*^。^*)おめでとうございます(*^。^*)

☆院長賞☆
電動歯ブラシ：ダイヤモンドクリーン　　¥１８,２７０　　１名様 
Ｔ・Ｎ様

☆副院長賞☆
オフィスホワイトニング　１回コース　　 ¥１５,７５０　　１名様
Ａ・Ｔ様

☆チーフ歯科衛生士賞☆
書籍「マイナス１歳からはじめるむし歯予防」１冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　¥１,２６０　　　２名様
Ｉ・Ｎ様　　Ｙ・Ｍ様

☆その他のプレゼント☆
　
キシリトールガム袋（アップル、マスカット、ミント各１個ずつ）¥７８９　２名様
Ｍ・Ｔ様　　Ｎ・Ｓ様

　
キシリトールガムボトル（アップル１個）¥９９８　２名様
Ｋ・Ｓ様　　Ｍ・Ｋ様
　
キシリトールタブレット（ミント、いちご＆ぶどう各１個ずつ）¥４３０　３名様
Ｈ・Ｎ様　　Ｎ・Ｓ様　　Ｉ・Ｈ様

　
ホームジェル（オレンジ）¥７８８　３名様
Ｔ・Ｈ様　　Ｔ・Ｙ様　　Ｋ・Ｙ様

　
ミラノール（粉、ボトル）¥１,４７０　２名様
Ｎ・Ｓ様　　Ｋ・Ｍ様

　
コンクールＦ　１個　¥１,０５０　２名様
Ｋ・Ｍ様　　Ｎ・Ｋ様

　　　　　　　　　　　
コンクールジェル　１個　¥１,０５０　２名様
Ｎ・Ｍ様　　Ａ・Ｙ様

　
歯ブラシ（バトラー＃２１１）、フロス　各１個　¥７８９　２名様
Ｓ・Ｅ様　　Ｔ・Ｋ様

今年もお世話になりましたヽ(^o^)丿



来年も村上歯科医院院長とスタッフ一同、力を合わせて頑張って参ります！！
来年もどうぞよろしくお願いいたします☆

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 17:22 | コメント (0)

2013年12月24日

第６回　九州地区臨床研修会

１１月１７日(日）に熊本県歯科医師会館で、歯周病学会「第６回　九州地区臨床研修会」が行われました！
院長と歯科衛生士の末廣、中村、日高、逸木で参加しました(*^^)v
たくさんの方が参加されており、歯科医師や歯科衛生士のレベルの高い発表を聞くことができて、とても勉強になりました☆

また、歯科衛生士の逸木がポスター発表をさせて頂きました(#^.^#)

たくさんの方々の前で約７分の発表を行いました！
発表直前から急に緊張してしまいましたが、応援に駆け付けてくださった院長とスタッフのおかげで、無事に発表を終えることができましたヽ
(^o^)丿

歯科衛生士教育講演を行ってくださった谷口威夫先生と☆
谷口先生は長野県に開業されており、現在、日本歯周病学会の理事をされています！
発表後に色々とアドバイスをしてくださってとても勉強になり、これからも頑張ろう！！と思いました!(^^)!ありがとうございました☆

今回準備をするにあたって、色々とアドバイスしてくださった院長に感謝です☆
また、この経験をこれからの日々の診療に活かして、患者様に安心、信頼していただけるようより一層努めてまいります！！

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 12:45 | コメント (0)

2013年12月19日
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「朝日ふれあい募金」に寄付☆

少額ですが今年も朝日ふれあい募金にスタッフ全員で寄付をしました！！
そして１２月１４日の新聞に掲載されましたょ(#^.^#)

何年前からか定かではありませんが、村上歯科医院では毎年スタッフ全員で「朝日ふれあい募金」へ寄付をしています!(^^)!
　
この募金は朝日新聞厚生文化事業団の社会福祉事業の財源となり、未来を担う子どもたちや障害のある人、高齢者が地域で安心して暮らしていける社
会の実現をめざし、様々な社会福祉事業に役立てられます！！
　
弱い立場の方々が暮らしやすい地域社会が実現されるよう、これからも毎年寄付を続けて参りたいと思います(^_^)v
　
村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 13:17 | コメント (0)

2013年12月17日

年末年始のお休みのお知らせ

誠に勝手ながら、平成２５年１２月３０日(日）～平成２６年１月３日（土）までお休みとさせていただきます！
尚、１２月２８日（土）は午前中まで、１月５日（月）は通常通り診療いたしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします(*^。^*)

今年も皆様の来院ありがとうございます☆
来年も村上歯科スタッフ一同、精一杯頑張ってまいちますので、どうぞ宜しくお願い致しますヽ(^o^)丿
　
村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

良いお年をお迎えください♪

投稿者 村上 : 12:46 | コメント (0)

患者様からのいただきもの☆☆

３ヶ月に１度の定期検診に来て下さる納富さん夫妻にまたまた可愛い手作り人形をいただきました！！

お正月ということで、獅子舞くんです！
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獅子舞は歯が命☆なので、歯ブラシをしっかりと持っています(*^。^*)

お正月はお子様向けにも、獅子舞くんが大活躍してくれそうです！！
いつも本当にありがとうございます(^_-)-☆

納富さん夫婦は人形劇団「ののはな」をされていて、特に春や夏は大忙しだそうです!(^^)!

獅子舞くんは、ひもを引っ張ると口がパクパクと動きます！
紙コップで作られているそうですが、本当によく出来ているなぁ、驚きました☆

また、クリーニングでお待ちしております！

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:09 | コメント (0)

2013年12月02日

院長が大濠公園能楽堂で能を舞いました！！

１２月１日（日）に大濠公園能楽堂で行われた青嵐大会で、院長が能「吉野天人」のシテを務められました！！

写真は、技工士の森先生が立派なカメラで撮ってくださいました！
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ありがとうございます(^_-)-☆

〖構想〗能楽解説（大成版による）のパンフレットより

毎春各所の櫻を見ることにしてゐる都の者が、今年は吉野の花を見んものと、仲間を伴ひ、吉野山の奥深く分け入ると、高貴な姿をした一人の女が現
れたので、都人たちが怪しんで尋ねると、この邊に住むもので、一日中花をとものやうにして暮らしてゐるのであると答へ、都人と一緒に花を眺めて
ゐたが、いつ迄も帰ろうとしないのを不審がると、実は私は天人で、花に引かれて來たのであるが、今夜ここに旅居して信心なさるならば、古の五節
の舞をみせませうと言捨てて消え失せた。＜中入＞

いつ迄も帰ろうとしないのを不審がると、実は私は天人で、花に引かれて來たのであるが、今夜ここに旅居して信心なさるならば、古の五節の舞を見
せませうと云捨てて消失せた。

ー中入ー
軈て夜になると、虚空に音楽が聞え、天人が現れ、花と戯れ舞を舞ってゐたが、再び花の雲に乗って消失せるのである。

スタッフも応援にかけつけましたょ(*^^)v
いつもの診療とはまた違った、先生の素敵な姿が見れて良かったです！！

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 12:02 | コメント (0)

Ｘｍａｓプレゼントキャンペーン！！！！！

１２月に入り、今年も残すところ１ヶ月となりましたね(*^^)v

Ｘｍａｓや年越し、年賀状の準備など年末年始は行事が多く忙しくなる時期です☆
そして寒さも一層厳しくなってきますので、皆様、どうぞ風邪には気を付けてくださいね！！
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今年もＸｍａｓプレゼントキャンペーンを実施いたしますヽ(^o^)丿
村上歯科医院から日頃の感謝の気持ちを込めて総額５０,０００円相当のクリスマスプレゼントをご用意いたしました(#^.^#)
たくさんのご応募お待ちしております♪

応募期間：１２月２日～１２月２０日

☆院長賞☆
電動歯ブラシ：ダイヤモンドクリーン　　¥１８,２７０　　１名様

☆副院長賞☆
オフィスホワイトニング　１回コース　　 ¥１５,７５０　　１名様

☆チーフ歯科衛生士賞☆
書籍「マイナス１歳からはじめるむし歯予防」１冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　¥１,２６０　　　２名様

その他のプレゼント
　
キシリトールガム袋（アップル、マスカット、ミント各１個ずつ）¥７８９　２名様
　
キシリトールガムボトル（アップル１個）¥９９８　２名様
　
キシリトールタブレット（ミント、いちご＆ぶどう各１個ずつ）¥４３０　３名様
　
ホームジェル（オレンジ）¥７８８　３名様
　
ミラノール（粉、ボトル）¥１,４７０　２名様
　
コンクールＦ　１個　¥１,０５０　２名様
　　　　　　　　　　　
コンクールジェル　１個　¥１,０５０　２名様
　
歯ブラシ（バトラー＃２１１）、フロス　各１個　¥７８９　２名様



１人１回の応募になっておりますので、よろしくお願いします！！

当選者の方は、待合室に掲示して、はがきにてお知らせいたします♪

また、現在村上歯科医院はＢＧＭや装飾をＸｍａｓバージョンにして、皆様の来院をお待ちしております(*^^)v

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 11:14 | コメント (0)

2013年11月25日

受付の藤本さん（旧姓：宮原さん）結婚式(*^。^*)

１１月３日(日）にアルモニーサンクにて藤本さん（旧姓：宮原さん）の結婚式が行われました！！

村上歯科スタッフも大集合しました！！

宮原さんがの笑顔が素敵で、幸せイッパイな結婚式でした(*^。^*)

いつもとは違う雰囲気の宮原さん☆ドレス姿もとても可愛い(#^.^#)

素敵なチャペルでの式でした！！
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披露宴が待ち遠しいぃぃぃ(*^。^*)
村上スタッフも今日はおめかししてスタンバイです！！村上先生の奥様も、素敵なお着物で
豪華でした！

だんなさんと２ショット(#^.^#)
２人とも、とても幸せそうです☆☆☆

披露宴会場にて！
元スタッフの今倉さんと息子の隼君、小西さんも出席していましたヽ(^o^)丿



村上スタッフのヤングチームです☆
会場のセットやお花もかっこよく飾りつけされていて、素敵な空間でした(^_-)-☆

カクテルドレスのみやちん♪
１番初めに試着して、ぶれなかったお気に入りのドレスみたいです！バスケットブーケで、とても可愛いかったです！だんなさんも幸せいっぱいの顔
をしていますね！！

笑いあり、涙ありのとても素敵な披露宴でした！！忙しい中の準備お疲れ様でした！
幸せいっぱいのみやちんにたくさん幸せを分けてもらって、村上歯科スタッフ一同、とても心温まりました!(^^)!

笑顔の素敵なみやちんも奥様になって、ますます村上歯科の受付として輝いてくれそうです！

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 19:10 | コメント (0)

2013年11月19日

バスケット☆
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今回は歯科衛生士の日髙が担当します(*^。^*)

そろそろ本格的に寒い季節になってきましたね！
今年の夏は以上な暑さが続きましたが、夏が異常に暑い時は、冬は異常に寒いとか…？？
寒さが苦手な私は、今からビクビクしています(>_<)”

でも、体を動かすのが好きな私は寒さをはねのけるためにも？最近バスケをし始めました(#^.^#)

中学、高校、専門と約８年間バスケ部だったんですが、社会人になってからはできていませんでした。それが、最近バスケをしてた子たちを集めて、
体育館を借りてバスケをしています！！まだ、２回しかできていませんが…（笑）

でも、これからも続けていく予定です(*^^)v
久しぶりのバスケはきついですが、やっぱり楽しいです♪次の日は必ず筋肉痛ですが、それがまた気持ちいいんです(笑）
いつかは、試合に出たいなぁ…なんて思っています(*^。^*)

以前１００キロウォークに出る！！とはっきり言っていましたが、まさかの用事があるのを思い出して、出場できませんでした(>_<)”スイマセン…
なので、その分バスケを頑張りたいと思います！！

皆さんも体を動かして、今年も寒い季節を乗り越えましょうヽ(^o^)丿

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 10:27 | コメント (0)

2013年11月14日

第３回　ＩＴＩ　Ｓｔｕｄｙ　Ｃｌｕｂ　北九州

１１月１２日（火）の２０時より、第３回　ＩＴＩ　Ｓｔｕｄｙ　Ｃｉｕｂ北九州が開催されました(#^.^#)

今回もディレクターの村上和彦先生のあいさつで始まりました(*^^)v

発表者は、安増一志 先生です！！　

１）新しいITIコンセンサス（2013年）の概要説明

２）ロケーターを用いた無歯顎の治療と短期（1－5年）の症例報告

について発表していただきましたヽ(^o^)丿
いろいろと質疑応答があり、時間いっぱいいっぱいまで盛り上がりましたよ！！
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お疲れ様でした☆

勉強会のあとは…
懇親会です！
いつもの居酒屋さんで行われました(#^.^#)

写真もいつもの感じですが、今回も懇親会までとても内容の濃いＩＴＩＳＣ北九州でした(^_-)-☆

第１回、第２回の様子もご覧ください！

今回も準備を一生懸命してくださった松延允資先生、ありがとうございました！！

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 18:33 | コメント (0)

2013年11月09日

連休！

今回は歯科衛生士の飯田が担当します(*^^)v

寒い日々になりつつあり、もうすぐ紅葉のきれいな時期ですよね！！
先週末は連休で１１月２，３，４日は私の地元で「起業祭」というお祭りがありました。

「起業祭」とは…新日鐵八幡製作所の創業を記念し、１０９１年より行われています。当初は製鐵所主催の企業のお祭りでしたが、１０８５年からは
まつり起業祭八幡実行委員会の主催による市民の祭り「まつり起業祭」となって開催され、毎年６０万人以上の人出になります！！

私は生まれてから地元が同じなので、小学生、中学生と学生の頃から今まで毎年通っています(*^^)v

何があるか・・・
って、カラオケ大会や２５時間駅伝など様々なステージショー☆
あとは道沿いにたくさんの出店があり、そこを友達や家族達とワイワイ歩き回るのが楽しいのです（笑）
毎年のお目当ては梅ヶ枝餅です！！大宰府天満宮になかなか行けないので、この時はたくさん食べます(#^.^#)美味しいですよねー！！

フィナーレはしっかり花火があり、とてもきれいでした(^_-)-☆
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そして！！１１月３日は宮ちんこと、藤本由希子さんの結婚式でした!(^^)!
きれいでした☆可愛かった♪楽しかったぁ♫
ご主人も可愛く(笑）、男らしい人でした！！
宮ちんの笑顔が素敵で、キラキラしていたので、私も幸せな気持ちになり素敵な１日を過ごせました☆☆☆

そして、そして！！！
私、飯田もこの幸せに続きまぁす(*^。^*)・・・

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 12:56 | コメント (0)

院長が主役に！！

来る１２月１日（日）に当院の院長、和彦先生が福岡大濠公園能楽堂に於いて、能「吉野天人」のシテ（主役）を舞うことになりましたヽ(^o^)丿

現在一生懸命練習中です(^_-)-☆
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入場は無料ですので、ご興味のある方はプログラムがありますので、受付へお声をお掛け下さい！！
尚、プログラムがなくても、どなたでも無料で入場できるそうですので、お誘い合わせのうえご来場いただけたら幸いです(*^。^*)
私たちスタッフも応援に行きますょ☆☆

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:54 | コメント (0)

2013年10月31日

もしもし検定３級合格☆

今回は受付の瀧川が担当します！！
今年は台風がよくきますね(>_<)”１つ台風が去ったら、また１つ発生！！
皆さんもお気を付け下さい！
台風に負けず、頑張りましょう(*^^)v

前回６月にもしもし検定３級を受けさせていただきましたが、合格することができました！！

自分の自信にもつながり、これからも皆さんに気持ち良く話していただけるよう、頑張ろうと改めて思いました(*^。^*)

また、村上歯科新聞に合格したことを載せていると、それを見てくださったたくさんの患者様から、「おめでとう」や「よかったね」など、あたたか
い声をかけていただき、とても嬉しかったです！！
ありがとうございました☆

そして今！もしもし検定２級に向けて、博多へ行って勉強しています！

これからも、向上心を持って頑張っていきたいと思いますヽ(^o^)丿

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 14:21 | コメント (0)

2013年10月28日

行橋～別府１００キロウォークお疲れさまでした！

１０月１２、１３日に行われた「第１５回　行橋～別府　１００キロウォーク」の中津駅で、当院の院長とスタッフがサポートさせていただいた時の
写真です！！
少しですが、ご覧下さい(*^。^*)
　
院長とスタッフの中田さん、瀧川さんです！院長と女の子はリタイヤ係をしました(*^^)v
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今回初！！１００キロに挑戦した、村上歯科の歯科衛生士、末廣さんです！
中津駅での様子☆まだ笑顔で元気そう？ですヽ(^o^)丿彼氏さんと仲良く頑張りました！

　
院長の和彦先生はカメラマンさんからカメラをお借りして（むりやり押し付けられて？）写真撮影をしていました(*^^)v笑

　
渕上先生はトイレ案内をしながら、中津のチェックポイントまで到着された方々に声をかけて応援をしていました！！

　
荒井先生も大きな声で案内や声掛けをして、参加者のみなさんを励ましていました！！

　
リタイヤ係を頑張っている、中田さんと瀧川さんです！



　
院長と患者様のIさん！
Iさんは１００キロウォークの常連さんで、最後尾隊として１００キロウォークを支えてくださっています(#^.^#)

　

４０００人以上の方が参加された今回の１００キロウォークもたくさんのドラマがあったことと思います☆完歩された方、途中まででも精一杯頑張ら
れた方、それぞれにいい思い出ができたのではないでしょうか？？
　
１００キロウォークの開催に向けて、準備してくださった関係者の方々に感謝します！
村上歯科スタッフも今回の１００キロウォークにも参加させて頂けたことを嬉しく思います(*^。^*)
　

また来年の１００キロウォークも今から楽しみにしています！！
参加されたみなさん！お疲れさまでした！
　
村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:19 | コメント (0)

2013年10月24日

１００キロウォーク！！

今回は歯科衛生士の中田が担当します！

１０月も後半になり、朝晩はとても涼しく過ごしやすい季節になりましたね！
昼間との温度差が激しく、皆さん体調は大丈夫ですか？？

先日、「１００キロウォーク」にサポート役として参加させていただきました(*^^)v

初めての経験だったのですが、みなさんのやる気に満ちた表情で懸命に歩いている姿を見るととても感動しました！
私たちが勇気づけなければいけない側なのに、逆にその姿に勇気をもらいました！

参加した皆さん、本当にお疲れ様でした(^_-)-☆
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いつかは私も…！！？

このようなイベントがこれから先もずっと続いていくといいな、と思います(#^.^#)

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 14:09 | コメント (0)

2013年10月17日

第１５回　行橋～別府　１００キロウォーク！！

１０月１２、１３日に「第１５回　行橋～別府　１００キロウォーク」が開催されましたヽ(^o^)丿

村上歯科医院からは今回、歯科衛生士の末廣が１００キロウォークに初挑戦しました！！

また、中津でのチェックポイントでは、毎年恒例になりつつありますが、サポーターをさせていただきました！

１００キロウォークに出場された方！いかがでしたか？？
お疲れ様でした(*^^)v
今回もたくさんのドラマがあったことと思います☆また、１００キロウォークに出られた患者様とも病院でお会いでき、お話し出来るのを楽しみにし
ていますヽ(^o^)丿

歯科衛生士：末廣
１００キロウォークに参加するにあたって、スタッフや患者様から声援やアドバイスをいただきましたが、約６０キロ地点の宇佐でリタイヤという結
果になりました。
今まで歩いたことのない距離になってくると、足の痛さや辛さで自分との闘いでしたが、やはり１番は準備・練習不足でした(>_<)
何をするにも準備はしっかりとしておかないといけない、ということを改めて実感しました！！
院長、スタッフのみんなには、たくさん応援してもらい、気持ちが折れそうになった時には大変励みになり、感謝しています！
また、歩いている方にもたくさん声をかけていただき、自分自身が辛いときこそ、相手の気持ちを考えられる人になりたいと思いました(#^.^#)
やっと足の痛みからも解放されて来年も…？？？
また機会があれば参加したいと思います☆

歯科医師：渕上
今年で１００キロウォークのサポーターも２回目になりました。
４０００千人以上の人たちが参加するので、その中でボランティアとして参加できることは、とても貴重な経験でした。
歩いている人たちは、自分自身がきついなかでも「ありがとう」や「ご苦労様です」と声掛けしてくれるので、本当にやりがいのあることだと思いま
した。自分自身も感謝の気持ちを忘れず、日々成長していきたいと思いました！

研修医：荒井
１００キロウォークにサポートスタッフとして参加してきました！中津駅で参加していたのですが、暗くなってからも元気よく先に進む方々を見る
と、自分が励ましているのか、励まされているのかわからないくらいでした。参加された方々、本当にお疲れ様でした！！

歯科衛生士：中田
１００キロウォークにサポート役として参加させてもらって、皆さんの一生懸命歩いている姿を見て感動しました！！
私は拍手と声掛けぐらいしかできなかったけど、それが少しでも参加者の皆さんの力になれたなら、サポート役として参加してよかったな、と思いま
す。
いい経験をさせて頂いて、ありがとうございました！参加者の皆様、お疲れさまでした☆

受付：瀧川
今回初めて１００キロウォークのサポーターとして参加しました！私は中津のチェックポイントで、リタイヤ担当でした！ウォーカーさんたちに「お
疲れ様です」と声をかけると、皆さん笑顔で「ありがとう」と返事をしてくれて、お手伝いできてよかったなぁと思いました(#^.^#)
完歩された方もリタイヤされた方も、皆さんお疲れさまでした！来年もぜひ頑張ってください♫

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 15:35 | コメント (0)

2013年10月08日

忙しい毎日です！！

今回は受付の宮原が担当します！！

１０月になり、今年もあと３ヶ月！２０１３年もあっという間に過ぎようとしています(>_<)

ご存知の患者様もいらっしゃいますが、今年の５月に入籍しました(*^。^*)

http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2013/10/post_474.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2013/10/post_474.html#comments
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2013/10/post_473.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2013/10/post_473.html#comments


高校の時からお付き合いしているので、８年の交際を経て、もうすでに熟年夫婦みたいな関係ですが、楽しい日々を過ごしています(#^.^#)

11月３日に式を挙げるので、１ヶ月前ということもあり、準備に追われている毎日です！
この前も、前撮りがあり、結婚式が近づいているんだな、と実感しました♪
楽しい結婚式ができるように、準備を頑張っていきたいなと思いますヽ(^o^)丿

料理があまりできないので、だんなに頼ってばかりですので、少しずつ覚えていきたいと思います！笑
結婚生活のうまくいくアドバイスがありましたら教えてください☆
よろしくお願いします(#^.^#)

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 12:26 | コメント (0)

2013年10月07日

行橋～別府１００キロウォーク！！

いよいよ今週末となりましたね！！
「第１５回行橋～別府１００キロウォーク」に向けて皆様準備はいかがですか？？

北九州市内でも、たくさん歩かれている方をお見かけします(*^。^*)
１００キロウォークの練習を兼てのウォーキングかなぁと思って、陰ながら応援しています！！

今回、村上歯科からは歯科衛生士の末廣が１００キロウォークに初挑戦しますヽ(^o^)丿
ただ今練習を重ねて、頑張っています！！

また、今年もサポーターとして院長はじめ村上歯科スタッフも１００キロウォークに参加させて頂きます！！

それぞれの意気込みを…ヽ(^o^)丿

　

末廣
今回初めて１００キロウォークに出場させていただきます！
前回までは、サポーターとして参加させていただき、歩いている方の途中でのつらそうな姿などを思い出すと、私にできるのか！？と思いましたが、
自分自身がどこまで頑張れるのか、挑戦するつもりで歩きたいと思います！！
普段ほとんど運動しない私にとって、１００キロ…は未知の世界で不安ですが、完歩目指して頑張ります！！
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歯科医師　渕上
１００キロウォークのサポーターとして、去年に続いて参加させていただきます！
歩く方々ができる限り安全に気持ちよくなれるように一所懸命お手伝いしていけたらな、と思います！！

研修医　荒井
今回初めて１００キロウォークのサポーターとして参加させてもらいます！！
何分初めてのことなので、楽しみ半分不安半分ですが、少しでも歩いている方のサポートとなるよう頑張ってきます！！
　

歯科衛生士　中田
初めて１００キロウォークのサポーターとして参加させていただきます。
私はサポート役ですが、１人でも多くの人が完歩できるよう一生懸命サポートして、応援頑張ります！！末廣さんが出場するので、私たちの声援が少
しでも力になればいいなぁと思います☆
出場者全員の完歩を願っています！！

受付　瀧川
初めて１００キロウォークのサポーターとして参加するのでドキドキです！
１００キロウォークには当院の患者様もたくさん出場されるとのことなので、とても楽しみにしています。１人でも多く完歩していただけるよう、皆
様をサポートしていきます！！

　
サポーターは毎年ながら、中津駅でのチェックポイントでさせていただきます(*^^)v
毎年たくさんの患者様ともお会いでき、元気をもらっています！！
　
村上歯科スタッフを見かけられたら、ぜひお声をお掛け下さいね☆☆☆

　
村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 10:43 | コメント (0)

2013年10月01日

村上歯科新聞ＮＯ．１９

もう１０月ですね！！
今年もあと３ヶ月☆１年が本当に早く感じます(゜レ゜)

今年の夏はとても暑かったですが、秋になってだいぶ過ごしやすくなりましたね(#^.^#)

１０月１日に村上歯科新聞ＮＯ．１９が発行されました(*^^)v
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今回は生体モニターを導入したこと
受付の瀧川さんが「電話対応技能検定３級」に合格したこと
８月から４ヶ月間、当院で研修をされる荒井先生のこと
そして院長の村上先生が国際審美歯科学会への参加の為、ミュンヘンに行ったことと掲載しています(*^^)v

そして、裏面には「歯の神経の治療はなぜ難しい？」というテーマで、根っこの治療の内容や最後まできちんと治療を終えることの大切さについての
内容を掲載しています！！



是非持ち帰られて、ご覧くださいヽ(^o^)丿

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 18:53 | コメント (0)

2013年09月21日

☆甥っ子☆

今回は歯科衛生士の逸木が担当します(*^^)v

日中の日差しはまだジリジリと暑いですが、朝晩はすっかり涼しくなって秋の気配を感じられるようになっていきましたね(*^。^*)
だんだんと秋が旬の食材に変わり、食欲の秋の到来を感じます(#^.^#)

私事ではありますが、甥っ子ができました！
兄の子供です(^_-)-☆
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今３ヶ月になりましたヽ(^o^)丿
親戚が増えるとそれだけで賑やかになりますね！
甥っ子はたくさんお乳を飲んで、すやすやと寝て、とてもいい子だそうです(^_-)-☆

大きく産まれて大きく育っています！
お食い初めも終わり、これからの成長が楽しみです！！

新しい命の誕生は本当に素晴らしいな、と感じる今日この頃☆
ニコっと笑うだけで周りの人を幸せにできる純粋なオーラはすごいですね(#^.^#)

一生懸命に学んで、たくさんのことを吸収して、小さな子供のようにはいきませんが（笑）、私も成長していけるよう常に努力していきたいと思いま
す！！

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 08:56 | コメント (0)

2013年09月05日

「感染の窓」と「イヤイヤ期」

今回は歯科衛生士の谷口が担当します！！
ようやく猛暑を脱し、秋の気配を感じられるようになりまｈしたね(*^^)v

さて、以前お話した「感染の窓」１歳７ヶ月～２歳７ヶ月はちょうど「魔のイヤイヤ期」と同じ時期なんですね(>_<)”
いわゆる第一次反抗期突入です！

　
この時期は言葉が発達し、自己主張出来る様になったり自分でトイレができるようになったり、心身ともに赤ちゃんから人へと成長する大事な時期で
す。
と、分かってはいても、癇癪がひどい時は、お菓子やジュースは魔の薬のように感じますよね！
　
だけど、“習慣化”させない事が大切です。
我が家では、ムシ歯予防として、「キシリトールのタブレット」をおやつにしたり、寝る前は「フッ素のスプレー」を塗布しています。
大変ですが、今だけと思って向き合うしかないですよね。
　
“三つ子の魂百まで”というように、この時期に正しいこと、間違っていること、我慢することなどを教え、きちんとした習慣を身につけてあげたいな
と思います♪
　
村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 08:58 | コメント (0)

2013年09月02日

歯科衛生士の実習生☆

９月の１ヶ月間、九州歯科大学　歯学部　口腔保健学科より、渕上祐子さんと、吉永さゆりさんが実習生として村上歯科医院にこられています
(*^^)v

１ヶ月間ととても短い期間ではありますが、村上歯科医院で何か伝えられることがあれば！と思います(#^.^#)
頑張ってください☆
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渕上祐子さん
９月から１ヶ月間、村上歯科で実習をさせて頂いています。
開業医での実習は初めてなので、多くのことを学びたいと思っています。
未熟ではありますが、よろしくお願いします！！

吉永さゆりさん
実習生として村上歯科医院で１ヶ月間学ばせて頂きます☆
たくさんのことをこちらで吸収して、来年度には華々しい歯科衛生士デビューを果たしたいと思います！
皆様どうかよろしくお願いいたします！

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 10:06 | コメント (0)

2013年08月29日

ＢＬＳヘルスケアプロバイダーコース

今回は歯科医師の渕上が担当します！！

先日、ＢＬＳヘルスケアプロバイダーコースを受講してきました。
聞きなれない言葉とは思いますが、このコースはアメリカ心臓協会（ＡＨＡ）の心配停止を起こした患者さんへの一次救命処置（ＢＬＳ）を学ぶ講習
会です!(^^)!

突然の心配停止などの緊急事態は、誰にでもどこにいても起こる可能性があることです。
その時に迅速に適切に一次救命処置を行い、蘇生の確率を高めることがこのコースの目的です。
ちなみに、外出中の心停止後の確率は８％だそうです。

このコースでは、成人・小児・乳児に対する心肺蘇生（ＣＰＲ）と除細動（ＡＥＤ）の中心に勉強しました。
いわゆる心臓マッサージを朝から夕方までやり続けました。

院内でも、患者さんの急変が起こる可能性があるので、特に高齢者や小さい子供とその両親の方に少しでも安心してもらえるようにしていきたいと思
います(#^.^#)

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 12:36 | コメント (0)

2013年08月19日

☆スタッフ紹介ボード☆

村上歯科医院のスタッフ紹介ボードを作成しました(*^。^*)
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院長と、スタッフ全員の趣味や一言を掲載しています！！
患者様により村上歯科医院のことを知っていただけたら！と思い作成しました(^_-)-☆

是非、ご覧下さい☆

待合室の、洗面コーナーにあります(*^^)v

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 08:57 | コメント (0)

2013年08月16日

第２６回　関門海峡花火大会(*^。^*)

今回は歯科衛生士の中村が担当します！

毎日暑い日が続きますが、皆様体調は大丈夫ですか？？
熱中症に気を付けて夏を乗り切ってくださいね(*^^)v

８月１３，１４，１５日とお盆休みを頂き、海峡花火大会と同窓会に行き、夏を満喫することができました！！
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１３日は関門海峡花火大会でしたが、皆様は行かれましたか？？
関門海峡花火大会は九州の人気花火大会ランキング第１位みたいです(^_-)-☆

私は甥っ子と行ってきました(^_-)-☆

関門花火大会は毎年、海峡を挟む福岡県の門司と山口県の下関市の両岸で合同開催されます！
打ち上げ数は両岸合わせて１万３０００発もあるそうです(*^^)v

２歳の甥っ子は最初大きな花火に怖がっていましたが、慣れるとじーっと見入っていました(#^.^#)
音楽と花火の融合や大玉のいろいろな花火があって、すごくキレイでした☆☆☆

門司側から見ましたが、海を挟んで下関側の花火をみることができたり、夜景もキレイでした
ヽ(^o^)丿
帰りは人の多さにグッタリでしたが、大満足の１日でした！！

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 16:27 | コメント (0)

2013年08月10日

Ｓｕｍｍｅｒ　Ｓａｌｅヽ(^o^)丿

８月１日～８月３１日まで歯科商品の一部をＳａｍｍｅｒ　Ｓａｌｅ実施中です！！
是非この機会に購入されてくださいね(*^^)v

●歯ブラシ：バトラー＃２１１　　　¥３１５　→　¥２８４（１０％Ｏｆｆ）
●キシリトールタブレット　　　　　¥２１５　→　¥１７２（２０％Ｏｆｆ）
●ホームジェル（オレンジ）　　　　¥７８８　→　¥６３０（２０％Ｏｆｆ）
●ミラノール（フッ素洗口）　　　粉 ¥１１５５　→　¥９２４（２０％Ｏｆｆ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　容器¥３１５　　→　¥２５２（２０％Ｏｆｆ）
●キシリトールガム　　　　　ボトル¥９９８　　→　¥７９８（２０％Ｏｆｆ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　袋　¥２６３　　→　¥２１０（２０％Off）

太好評実施中です(*^。^*)

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 13:20 | コメント (0)

2013年08月09日

お盆休みのお知らせ☆

誠に勝手ながら、８月１２日（月）の午後～８月１５日（木）までお休みとさせていただきます！

尚、８月１６日（金）からは、通常通り診療しておりますので、よろしくお願いいたします(*^^)v
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村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:00 | コメント (0)

2013年08月02日

臨床研修医の荒井先生！！

８月より４か月間、村上歯科医院で研修期間を過ごされるため、荒井先生が仲間入りしました(*^。^*)

荒井先生：
臨床研修医の荒井大輔です。
４月から歯科医になったばかりの新米ですが、明るく元気に頑張ろうと思います！

短い間ですが、村上歯科医院の患者様を第一に考えた姿勢や来院された患者差に満足していただける「ような治療を少しでも多く学べたらな、と思い
ます！
よろしくお願いいたします!(^^)!

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 14:10 | コメント (0)

2013年07月26日

口臭測定！！

『お口の臭い、大丈夫ですか？？』

全国の２人に１人が自分の口臭が気になっているといわれています！
電車の中、人と話すとき、自分の口臭を予防することはエチケットのひとつです。
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当院では、口臭測定器「オーラルクロマ」を取り入れています(*^^)v
オーラルクロマで測定すると、口臭の原因となるガスの種類やその濃度を調べることができます。
それにより、口臭の有無や強さ、口臭の原因となっているものを判定することができます。

ガスの成分を分析し、原因を突きとめて、口臭を撃退しませんか？？

今、当院では来院者の皆様に無料で口臭測定を行っています！！
この機会に是非、検査を行いお口の健康を守っていきませんか？？

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:52 | コメント (0)

2013年07月11日

ISO　内部監査☆

７月１０日（水）の午後より、ISO内部監査が行われました(*^^)v
院長とスタッフ全員で出席し、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！！
　

　
７月より、村上歯科医院の１年間の品質目標を新たに設定し、現在当院で行っている取り組みを確認してもらいました(#^.^#)
今回も不適合はありませんでした！！
河田先生、ありがとうございました☆
　
毎日暑いですが、夏バテや風邪は大丈夫ですか？？
この夏も村上歯科医院は元気いっぱい皆様の来院をお待ちしております！
　
村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:46 | コメント (0)
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第２回 ITI Study Club 北九州

７月９日（火）にステーションホテル小倉にて、『第２回 ITI Study Club 北九州』が開催されました！！
今回は、ITIフェローで日本口腔インプラント学会専門医でもある佐賀市でご開業の森永 太先生をお招きして特別講演を行っていただきました。
テーマは『上顎洞粘膜病変への対応と新しいストローマン・ガイデッドサージェリー』です。

７時３０分からの勉強会はITI Study Club 北九州 のディレクターを務める村上先生の挨拶ではじまりまｈした(*^^)v

　

村上歯科医院からは、副院長の牧瀬先生、前田先生、渕上先生、歯科衛生士の末廣、中村、逸木で出席させていただきました!(^^)!

講演をされている、森永先生です！！

先生の上顎洞粘膜肥厚のお話はソケットリフトを行う際にいつも悩むことであり、ガイデッドサージェリーに関してもこれから取り組んでいかないと
いけないとてもタイムリーで興味を引かれるお話でした。
約２時間の講演をしてくださいました森永先生。ありがとうございました！
　
勉強会のあとは・・・
美味しい食事をいただきながら、またまた先生たちのディスカッションが繰り広げられていました(#^.^#)とても楽しい会でした！

　
今回も村上先生をはじめ、ITI Study Club 北九州 の開催に際して準備を一生懸命された松延允資先生、お疲れ様でした！！
　
　
村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:45 | コメント (0)
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2013年07月09日

行橋別府１００㌔ウォーク☆

今回は歯科衛生士の日高が担当します！！

７月になりましたね！夏が大好きな私は、ワクワクしています(*^。^*)
でも、夏は体力の消耗も早くてすぐに疲れてしまいますよね…
元々、中学校の頃から専門学校の時まで約８年間バスケットボールをしていたので、体力だけには自信があったのですが…

　
最近は運動不足で唯一の特技まで無くなりそうです(>_<)
なので、体力をつけるためにも運動をしよう！と思うのですが、なかなか重い腰があがりません(^_^;)
　
でもっ！今年の５月の私の誕生日の時に村上歯科のスタッフの皆さんから、ランニングシューズをもらいました(*^^)v
これを機にウォーキングから始めようと思ったのですが、まだ２回しかできていません…（笑）
　
ウォーキングといえばっっ！
１０月には毎年恒例の行橋別府１００㌔ウォークがありますね♪毎年１００㌔ウォークのサポーターとして参加させていただいていましたが、今年は
１００㌔ウォークに出場したいと思っています！！
（抽選なのでまだ出場できるか分かりませんが…）
　
なので、その練習として本格的にウォーキングを頑張ろうと思います(*^^)v
体力をつけて、スリムになって（笑）、健康的な体になれればいいな、と思います(#^.^#)
　
皆さんも、私と一緒に健康的な体を目指しませんか？？
１００㌔ウォークに出場する方、一緒に頑張りましょうヽ(^o^)丿
　
　
村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:39 | コメント (0)

2013年07月01日

☆村上歯科新聞 No.１８発行☆

梅雨真っ只中ですが、皆様元気にお過ごしですか？？
３０°を超える真夏日になる日もありますので、熱中症など体調管理に気をけて今年も夏を楽しみましょうヽ(^o^)丿

村上歯科新聞 No.１８が発行されました(#^.^#)
待合室に置いていますので、どうぞ持ち帰ってご覧ください★

今回は、歯の色調を判別するクリスタルアイ導入のニュースや、歯周病学会学術大会に出席したこと、スタッフ４名がDBM（デンタルビジネスマネ
ジメント）の研修を受けたことを掲載しています！！

また、裏面には「歯科治療中のやさしいごはん」として歯科治療中に食事内容を気を付けていただく期間があることを紹介しています！
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よく噛んで食べるのはとても大切なことですが、頑張って噛んで鍛えようとすることが、治療の邪魔をしてしまうこともあるからです(>_<)

そんな方のために、当院では以前より「やわらかレシピ」集を作っています！
治療中や入れ歯の調整中でもおいしく食べられる柔らかい食事のレシピを毎月更新しています！
どうぞ参考にされてください(#^.^#)



村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:28 | コメント (0)

2013年06月23日

2013年第２回ITIスタディークラブ北九州のご案内

今年度第２回目のITIスタディークラブ北九州が７月９日（火）にステーションホテル小倉で開催されます。
今回はITIフェローで日本口腔インプラント学会専門医でもある佐賀市でご開業の森永 太先生をお招きして特別講演を行います。テーマは『上顎洞粘
膜病変への対応と新しいストローマン・ガイデッドサージェリー』です。
メンバー以外の方も無料で参加出来ますので、多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
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メンバー外の方で参加ご希望の方は松延歯科医院(TEL0930-22-1387)までご連絡ください。
　
　
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 : 23:36 | コメント (0)

2013年06月22日

クリスタルアイの導入！！

村上歯科医院では、患者様の歯の正確な色情報を得るためにクリスタルアイを導入しました☆

クリスタルアイは、光学技術を活かした高精度な測色能力を持った歯科用測色装置で、患者様の歯を撮影し、正確な色分析を行うことができます
(^_^)v
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白いかぶせ物を入れるときや、ホワイトニングの前後の変化を見るときなど、正確な色情報を得ることができます(*^_^*)

患者様に少しでもより良い治療を提供できるように、日々向上をめざしています(*^。^*)

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 08:56 | コメント (0)

2013年06月09日

村上歯科医院治療例（18）＜歯牙移植＞

今回の村上歯科医院症例集のテーマは、前回に引き続き（前回は歯牙再植でしたが）歯牙移植です。初診から１９年（歯牙移植から１８年）経過した
症例です。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５０歳の女性です。左下７番が保存不可能でしたので、その奥の８番を７番の位置に移植しました。

初診時のパノラマレントゲン写真

　

　
保存不可能な７番を抜歯し、８番を７番の位置に移植
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移植から約半年後　　　　　　　移植から１年５ヶ月後
　

　
移植手術前のレントゲン写真　　　　　　　移植時
　

　
移植より１ヶ月後の根充時　　移植より１年４ヶ月後
　　　　　　　　　　　　　　近心の歯槽骨の添加が認められる
　

治療完了時のパノラマレントゲン写真
　

　
歯牙移植から１８年近く経過してくると、４番と５番のコンタクトの離開や６番のポンティック下のドゥル、移植歯歯頸部の二次齲蝕などの問題が発
生してきた。これらの原因は移植歯のアンキローシスによるものであると推察出来る。
　　

　
現在は６番のポンティックを除去し経過観察中である。
　
以下、１９年間の軌跡を示す。



　
初診時および移植前のレントゲン写真
　

　
移植時　　　　　　　　　　　　移植より１ヶ月後の根充時
　

　
移植から１年４ヶ月後　　　　　移植より７年９ヶ月後
近心の骨の添加が認められる　 ４と５の離開が顕著になっている
　

　
移植より１２年９ヶ月後　　　　移植より１７年５ヶ月後
　　　　　　　　　　　　　　　アンキローシスが認められる
　

初診から１９年後のパノラマレントゲン写真です。右上３番が二次齲蝕で失われインプラントに変わり、右下６番が歯根破折で失われ、６番と７番に
インプラントが埋入されていますが、移植歯を含めその他の歯牙は保存されています。
　

　 　
　　初診時　　　　　　補綴装着後　　　　二次齲蝕発生
　



　インプラントでリカバリー
　
　

　 　
初診時の口腔内写真
　

　 　
初診時より１年７ヶ月後の治療完了時の口腔内写真
　

　 　
初診時より１７年半のリカバリー後の口腔内写真
　
考察：初診から１９年（歯牙移植から１８年）経過した症例を供覧した。左下７番部に移植された左下８番は１８年経過し歯牙と歯槽骨の境界が不明
瞭になりアンキローシス状態となったが、幸い歯牙は保存されている。しかし、アンキローシスのため他の歯牙の変化（移動）に取り残されたかたち
で様々な問題を発生させた。１８年間残存しているという意味ではこの移植は成功と言えるかも知れないが、アンキローシスを起こしていることを考
えるとこれは成功とは言えないと考える。
いずれにしても現在インプラント治療がかなりの確立で成功していることを鑑みて、規格化され骨の削除量が少ないインプラント治療に比べるとアバ
ウトな骨の削除量を必要とする歯牙移植は、経済性の優位を考慮に入れても、歯牙移植という選択肢は縮小されてしかるべきと考える。
なお、数ヶ月前に私の所属する北九州歯学研究会で歯牙移植をテーマに討議が行われたが、若い年代の会員は歯根膜を大切にする歯牙移植の肯定派だ
ったが、年齢が上のベテラン会員は歯牙移植に否定的な方が多かった。
いずれにしても、歯牙移植という術式は、技術的センシビリティーが要求されるかなり難易度の高い治療術式であることは否定できない。
　
　
他の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（１７）＜歯牙再植＞
村上歯科医院治療例（１６）＜インプラント治療・長期症例＞
村上歯科医院治療例（１５）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（１４）＜歯周治療＞
村上歯科医院治療例（１３）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（１２）＜インプラント治療＞
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）＞
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 : 20:31 | コメント (0)

2013年06月03日

日本歯周病学会認定歯科衛生士に合格！！

今回は歯科衛生士の脇田(旧姓逸木)が担当します(*^^)v

５月３１日（金）、６月１日（土）に東京のタワーホール船堀で行われた『第５６回　春季日本歯周病学会学術大会』に参加してきました(#^.^#)

http://www.murakami-dc.com/news/archives/2013/01/17.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2011/08/post_340.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2011/04/15.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2010/08/14.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2010/08/13.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2010/07/12.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2009/07/post_198.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2008/10/post_149.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2008/10/post_148.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2008/09/post_141.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2008/08/post_136.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2008/08/6.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2008/08/post_134.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2007/10/post_82.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2007/09/post_77.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2007/08/post_75.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2007/09/post_79.html
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2013/06/18.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2013/06/18.html#comments


院長の和彦先生、歯科衛生士の末廣、中村、脇田(逸木)で参加させていただきました！
お休みをいただき、患者様をはじめ、村上歯科スタッフのみんなに感謝します☆

今回東京まで学会に行かせていただいたのはもう一つ目的があって、日本歯周病学会認定歯科衛生士の合格発表の結果をみにいくためです！
第１６回の認定歯科衛生士の試験を脇田(逸木)が受けさせていただいていました！！
結果は・・・ありました「946 脇田裕子」
合格していましたヽ(^o^)丿

院長先生、また支えて下さったスタッフのみんな、そして私を育てて下さった患者様に感謝します!(^^)!

学会にはたくさんの方が来場されていて、立ち見が出るほどの大盛況でした！！
さすが東京です☆
谷口威夫先生の歯科衛生士教育講演は歯科衛生士のこれからの役割についての講演でした！
ブラッシングやSRPのことから、かみ合わせ、食生活にいたるまで、歯科衛生士の役割の大きさを改めて学ぶ機会となりました！
これからも歯科衛生士として患者様と接することができることを喜びに感じて、精一杯頑張ってまいります(#^.^#)

学会のあとは・・・

東京を満喫しました！！
お買いものしたり、美味しい料理を食べたり、ぐったり疲れるほど遊んできました(*^^)v

夕食に食べたピザ！！
絶品でした(*^_^*)

まだまだ東京には行ってみたいところがたくさんあります☆



これからもお仕事頑張って、また東京に行ける機会を楽しみにしたいと思います(#^.^#)

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 15:41 | コメント (0)

2013年05月23日

河内藤園

今回は歯科衛生士の飯田が担当します(*^^)v

５月も終わりですね・・・皆さん５月病は大丈夫でしたか？
日々に暑さが増してきてお昼はもう夏のようですね！！
そして６月となり、嫌な時期“梅雨”がきますね(>_<)大事な時期なんでしょうが、私はすごく苦手な時期です。。。湿気も多く髪の毛がまとまらな
い！！天然パーマにとってはかなりの敵です！！

そんな季節が来る前に先日ずーっと行ってみたかった「河内藤園」に行ってきました♪

ピークは過ぎていたようですが、３種類の色の藤にまず驚きましたヽ(^o^)丿

紫だけではないんですね！
紫、白、ピンクがありました(#^.^#)

藤のドームの大きさと迫力に感動して写真を撮りましたが、写真ではそのすごさが分かりません(>_<)”
やはり、自分の目で見るのが１番ですね(^_-)-☆

もう季節も終わり、次に見れるのは来年のGWぐらいの時期です。
皆さんもぜひ見に行かれてみて下さい！！

日本には四季があり、色々と楽しめるのでイイですね！
なので私も「梅雨」を毛嫌いするのではなく、その季節を楽しもうと思います。。。

梅雨（６月）の花といえば、「紫陽花」「花菖蒲」ですね！
梅雨の晴れ間に梅雨（６月）の花を見に行き、季節感をしっかりと満喫したいと思います!(^^)!

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 08:52 | コメント (0)

2013年05月18日

ミヤマキリシマ

今回は歯科衛生士の末廣が担当します！！

GWも終わり、皆さん５月病になっていませんか？
最近はだいぶ暖かくなってきて、外へ出かけることも気持ちよくなってきましたね(*^。^*)

私はGWのお休みで、「阿蘇」へ行ってきました！
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お天気も良く、阿蘇の大自然がとてもきれいでした。
阿蘇へ行くなら「ミヤマキリシマ」を見たほうがいいと勧められ、“仙酔峡”へ行ったのですが、緑・緑・・・で花が全くありませんでした。
山のふもとには“仙酔峡つつじ祭り”と書かれた旗がたくさんあり、気持ちが高ぶっていただけに余計にショックでした(>_<)

５月上旬～中旬にかけて５万本のミヤマキリシマが咲くらしいので、今頃は満開だと思います。。。
仙酔峡の地名の由来も花の美しさに仙人すら酔ってしまったという伝説にちなんでいるほどです！！

来年こそは、ぜひ見てみたいと思います(*^^)v

これから次々といろんな花がさいてきますね(#^.^#)
みなさんもオススメの観光地があったら、ぜひ教えてくださいね♪♪

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 11:31 | コメント (0)

2013年05月10日

その病気、歯周病のせいかも！？

５月に入って暖かい日も増え、やっと過ごしやすい季節になりましたね(*^。^*)
真夏日かと思うくらい暑い日もありますが、梅雨入りまでのもう少し、春の季節を楽しみましょう♪

今回は歯科雑誌の『niko』の４月号から、歯周病と全身の健康に関するお話を掲載します!(^^)!

 width="225" height="300" />

歯周病は、放っておくとついには歯がグラグラになり失われてしまう病気です。
これだけでも十分に怖いのですが、実はそれだけでは済まないのです。
糖尿病が悪化したり、脳や心臓の血管が詰まりやすいなど、全身の病気を進行させてしまう重大なリスク因子であることが解明されてきています！！

なぜ歯周病はからだに悪い？

歯周病を放置している患者さんの歯周ポケットは、歯周病菌の培養工場であり、増殖した歯周病菌の貯蔵庫になっています。
腫れて破れた歯周ポケットの上皮からは血清成分が行き来しますが、貯蔵庫にいる細菌の出す毒素や細菌そのものも血液の流れに乗って絶えず体内へ
と流れ込み、悪さをします。

糖尿病が悪化する！

糖尿病だと歯周病になりやすいことは、ご存知の方も多いかと思います。
糖尿病になると、からだの抵抗力が落ちるため、歯周病などの細菌感染が起きやすいのです。
最近の研究では、その逆で、歯周病で糖尿病が悪化しやすいことも解明されつつあり、注目されています。
どうやら、歯周病と糖尿病は双方向に悪さをし合っているようです。
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心臓や脳の血管が詰まりやすい？！

血管が狭くなって詰まることで起きる心筋梗塞、脳梗塞と歯周病の関連が近年指摘されるようになりました。
まだ疫学的には証明されていませんが、歯周病菌の毒素が血管の壁を厚くしたり、脂肪のかたまりや血栓を作るなど、さまざまな関与が指摘されてい
ます。

歯周病菌は女性ホルモンがお好き

「子供を産むと歯が弱くなる」と聞いたことはありませんか？
実は、これには理由があります。
歯周病菌仲間のなかには女性ホルモンをエサにしている細菌がいて、女性ホルモンの分泌量が増える妊娠中に、俄然元気になって増殖しやすいので
す。
「赤ちゃんがカルシウムを使ってしまうから歯が弱くなる」というのは迷信です。

おなかの赤ちゃんが歯周病菌にいじめられる！？

じつは、歯周病菌の出す毒素の刺激が妊婦さんのおなかにいる赤ちゃんをいじめてしまうこともわかっています。
歯周病にかかっている女性が妊娠すると、女性ホルモンが大好物の歯周病菌がお口の中で活気づいてしまうのです。
自分のためだけでなく赤ちゃんのためにも、ふだんから定期的に歯周病のチェックを受け、お口のなかの清潔を保ちましょう。

歯周病菌を退治するには？

外からは見えない歯周ポケットに汚れが溜まり、歯周病菌が増殖していませんか？
歯ブラシが届かない汚れには、歯科のスケーリングが必要です。
抗菌剤、抗生剤がよく効くのは、スケーリングをした後。
薬の力だけで退治をするのは困難です。

治療後も定期的のメインテナンスを！

いったん歯周炎になったお口は治療してしっかりと炎症が治まっても、失った歯槽骨や深くなったポケットは残念ながらもとの状態には戻りません。
汚れが溜まり、再発しやすい状態なので、治療後も歯科に定期的に通ってメインテナンスを受け、セルフケアとプロフェッショナルケアの両輪で健康
なお口とからだを守りましょう。

いまや、日本人の４人に３人が歯周病。
真の健康を獲得するために、歯周ポケットの中のケアも習慣化しましょう！！

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 14:18 | コメント (0)

2013年04月22日

はじめまして！！

今回は、４月から歯科衛生士として働かせていただくことになりました、中田が担当します(*^^)v

入社してまだ１ヶ月も経っていませんが、先生や歯科衛生士の先輩方に色々な事を教えていただきながら、１日でも早く一人前の歯科衛生士になれる
よう、毎日１つでも多くのことを学ぶことを目標に日々頑張っています！！
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私が村上歯科医院に入社して、最初に思ったことは患者様とスタッフとの雰囲気がとても良いということです。
患者様が治療を終えて帰られる際には、皆さん笑顔になっていて驚きました!(^^)!
このような歯科医院で働けることを光栄に思います！！
学生時代とは違い、社会人としての厳しさを実感することもありますが、毎日笑顔で患者様に喜んでいただけるように頑張ります(*^。^*)
よろしくお願いいたします(^_-)-☆

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 17:04 | コメント (0)

2013年04月20日

☆社会人１年生☆

こんにちは！
今回は、４月から正式に受付で働かせていただくことになりました、瀧川が担当します！

昨年の１０月から実習生として勉強させていただき、あっという間に半年が経ちました。

最初は緊張しすぎて、顔がこわばっていたと思います。しかし、「頑張ってね」と声をかけて下さる患者様、いつも笑顔で支えて下さるスタッフの皆
さんに囲まれて、この短期間で自分なりに成長できたかな？と思います(*^^)v

６月には、受付の先輩たちも受けている「もしもし検定」という電話対応の３級を受けに福岡へ行ってきます！
筆記と実技があるのですが、もうドキドキです(笑)
電話対応は患者様の顔がみえないので、いつも緊張します(>_<)ですが、この検定を取得して、正確に分かりやすく気配りのある言葉を使えるよう
になって自分に自信をつけたいです！！

今年成人式をむかえ、専門学校を卒業し、大人への第一歩を踏み出しました！
気持ちを切り替えて、社会人１年生として笑顔で頑張りますヽ(^o^)丿

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 13:14 | コメント (0)

2013年04月13日

☆村上歯科新聞　ＮＯ．１７☆　発行

春がきたかなぁと思ったら冬に逆戻りしたような気候になったり、爆弾低気圧の影響で強風になったりと、ゆっくりと桜や季節の変わり目を感じられ
ないような気がしています。
そしたら・・・もう４月ですね！！

村上歯科新聞NO．１７が発行されました！！
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今回も、中村さんが作ってくれました(*^^)v
待合室に置いていますので、是非、ご覧ください★

今回は村上歯科のニュースとして、受付の小西さんが退職されたこと、そして受付として瀧川さん、歯科衛生士の中田さんが入社したことを掲載して
います(*^。^*)

また裏面には「上下の歯、いつもさわってないですか？」というテーマで、歯の接触癖が引き起こすリスクについて掲載しています！！



どうぞ、ご覧ください(*^_^*)

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 01:17 | コメント (0)

2013年04月11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（１４）

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。今回は最近治療が完了した患
者様からの治療完了時のアンケートをご紹介いたします。

　
Q１、当院に通院されて良かったこと、嬉しかったことがありましたらお書きください。
最初インターネットで知り、不安一杯の中通院しました。当初インプラントは全く考えていなかったのですが、通院を重ね院長先生の説明を聞くたび
に「ここだったらいいのかナ」と思いはじめ、思い切って３本インプラントにしてみました。
最初の不安はすぐに先生への信頼に変わり、治療が終わった今は、「本当にこの病院で良かった」のひと言につきます。
インプラントに対する恐怖があったのですが、痛みも後遺症も全くなくて、今では自分の歯と錯覚するくらい馴染んでいます。本当にありがとうござ
いました。
Q２、当院の歯科医師、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか。
医師、スタッフともにいつも丁寧で、笑顔で安心しておまかせ出来ました。スタッフの方々の気配りに感謝です。
Q３、その他、歯科医師やスタッフへ伝えたいことがございましたら、お書きください。
インプラントをした者しかわからないと思いますが、もっと、もっと宣伝すべきです。
以上
　
　
みなさまの温かいお言葉が私たち「村上歯科医院スタッフ」に元気を与えてくれます。本当にありがとうございました。これからもみなさまのご期待
を裏切らないように頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　
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（１３）
村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（１２）
村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（１１）
村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（１０）
村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（９）
村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（８）
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村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（７）
村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（６）
村上歯科医院に寄せられた患者様からの感動のことば（５）
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）
　

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 17:11 | コメント (0)

行橋～別府１００キロウォーク記念バッジ

先日、１００キロウォーク代表世話人の川本さんから「スタッフ回数１０回記念バッジ」なる素敵なバッジを頂戴しました。

まさか、私が１００キロウォークでのスタッフ回数が１０回になっていたとは夢にも思っていませんでした。昨年が第１４回でしたから、１回目から
昨年までの間に４回しかサボっていなかったんですね。我ながら感心感心。

それでも、毎回選手の方々からこちらの方が元気を頂いており、感謝するのはこちらの方です。これからも村上歯科のスタッフたちと一緒に１００キ
ロウォークのスタッフを続けていきたいと思います。

川本さん、荒井さん、そして１００キロウォーク関係者の皆さん、ありがとうございました。

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 15:45 | コメント (0)
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2013年04月09日

受付の制服リニューアル！？

４月より、受付の制服がパンツスーツになりました(#^.^#)

スカートからパンツスタイルに変わって、動きやすくなったみたいです☆
テキパキお仕事頑張ってくれています！！

　
村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:36 | コメント (0)

2013年03月29日

感染の窓

ようやく寒さが和らぎ、あっという間に桜が満開の季節となりました！
皆さん、お花見は行かれましたか？？

今回は歯科衛生士の谷口が担当します(*^^)v

ブログにも書きましたが、ついに娘が『感染の窓』に突入しました！！

『感染の窓とは・・・』
むし歯の原因であるミュータンス菌が最も感染し、定着する時期で、生後１９ヶ月（１歳７ヶ月）～３１ヶ月（２歳７か月）を指します。
将来の口腔環境を左右するともいえる、とても大切な時期となります(#^.^#)

・・・とは、頭では分かっていても、なかなか思う通りにはいかないのが実状です。。。

我が家では、一番に強い唾液を作るための食生活を大切にしようと考えています。
なかなか思い通りにはいきませんが、完璧な予防を目指すのではなく、その子供、生活スタイルに合った予防法を子供と一緒に楽しく取り組んでいけ
たらと思いますヽ(^o^)丿
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村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 08:36 | コメント (0)

2013年03月27日

2013年第一回ITIスタディークラブ北九州開催

昨年の７月に設立された「SC北九州」ですが、今年度の第１回のミーティングがステーションホテル小倉にて開催されました！！

院長の和彦先生は、ITI　SC北九州のディレクターをされています！

２０時より開催されたITI　SC北九州は、和彦先生の挨拶からはじまりました(*^^)v
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そしてメンバー発表にて、
「小径インプラントを用いた治療について；ITI　Educastion Core Groupのまとめより」というテーマで安増一志先生が発表されましたヽ(^o^)
丿
また、「下顎臼歯部遊離端欠損にインプラント補綴行った１症例」というテーマで栗田英樹先生が発表されました！
そして最後に「欠損歯列の診断と一口腔単位の補綴設計」というテーマで村上和彦先生の発表が行われました(*^_^*)

沢山のディスカッションが繰り広げられていました！！
第２回も楽しみです☆

勉強会の後は、懇親会にて美味しいお酒と食事をいただきました！そこでも、またまた先生方の熱いトークが繰り広げられていました(#^.^#)

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 01:43 | コメント (0)

2013年03月22日

ハワイ院内研修旅行のあとは・・・

楽しかったハワイの思い出をアルバムにして、待合室に置いています！！
ご覧ください☆

そして、研修報告書も提出です(*^^)v
感動したこと、発見できたこと、勉強になったことｅｔｃをまとめて院長に提出しました(*^。^*)
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とても思い出に残る院内旅行となりました！！

今回得たパワーをこれからの診療に生かして、ますますパワーアップした村上歯科になって皆様の来院をお待ちしています！！
　
ハワイ研修旅行の様子はこちらに満載(*^。^*)
　
村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:58 | コメント (0)

2013年03月14日

Hawaii(*^。^*)

今回は歯科衛生士の中村が担当します！！

２月２７日～３月３日まで、院内研修旅行で「ハワイ」に行かせていただきました！！
ハワイは気温25℃くらいであたたかく、とても過ごしやすかったです(*^。^*)

私は初めてのハワイだったので、言葉が通じるかとても不安でしたが、日本語と少しの英語とジェスチャーでなんとかコミュニケーションをとること
ができました(*^^)v

ハワイではオワフ島を一周観光したり、みんなでご飯を食べたりして、とても楽しかったです。
中でも印象に残っているのは、日立のＣＭで有名な「この木なんの木」です。
この木なんの木は「モンキーポッド」という名前の木で、猿がその実を好んで食べることから付いた名前だそうです！
ポッドはえんどう豆などの「さや」を意味する英語で、近くで見ると大きなえんどう豆のような実がたくさんぶら下がっていました！
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皆さんもハワイに行った時には、モンキーポッドを見に行ってください(#^.^#)
　
ハワイ研修旅行の様子はこちらに満載(*^。^*)
　
村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 10:46 | コメント (0)

2013年03月05日

院内研修旅行☆ at Hawaii（ハワイ）!!!

２月２７日～３月３日まで、院長先生とスタッフ総勢10人で院内研修旅行に「ハワイ」へ行ってきましたヽ(^o^)丿
とても充実した楽しい旅行となりました！！

お休みさせていただき、ありがとうございました!(^^)!

少しだけ・・・ハワイの様子をご覧ください★☆

　
福岡空港国際線ターミナル集合！

ハワイの前に韓国ソウルに寄ってお買い物と焼肉(^o^)
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韓国の焼肉は最高(*^。^*)

いざハワイへ！爆睡準備ヽ(^o^)丿

ハワイ到着して、まずはランチ☆
とても雰囲気の良いところで、お食事(*^。^*)最高でした！

　
大満足な院長とスタッフ(#^.^#)

　

　
先生たちは実弾射撃に！！！



　
村上先生は真ん中命中！！すごかったです(^o^)

オワフ島一周ツアーの朝は、院長先生が日本から持って来たカップラーメンで朝ごはん(*^。^*)
美味しかった！

海ぃ～♪

　
お天気も良く、気分最高でした(*^^)v

　　



　
パールハーバーです！歴史を少し学びました☆

　

　
この木なんの木(*^。^*)すごく大きくて…

パワーをもらいました！！

　
夕食はテラス席で！！イタリアンをいただきました(#^.^#)



雰囲気もよくて、楽しいひと時でした！

　

　
その後お部屋でみんなでおくつろぎヽ(^o^)丿

村上先生にスタッフから感謝の色紙贈呈のサプライズ(^_-)-☆
村上先生は感極まってウルウル-☆

　
宿泊したヒルトンハワイアンビレッジのプール！夜は雰囲気がとてもよかったです！



　
憧れのロイヤルハワイアンにて朝食を食べました(^_-)-☆
ピンクに囲まれて村上先生もニコニコ(*^。^*)

　
最終日の夕食は、BBQヽ(^o^)丿

自分たちで焼くお肉は一層おいしく感じました！
それにしてもビック！！

　
楽しい思い出とともに、最後の記念撮影★



　
今回このような素晴らしい旅行ができたのは、ひとえに患者様のお蔭であると心から感謝しております！
この貴重な経験を日々の診療の中で患者様にお返しできるよう、頑張って参ります！
どうぞこれからも、、村上歯科医院をよろしくお願いいたします！！
　
村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 08:52 | コメント (0)

2013年02月19日

お休みのお知らせ☆

誠に勝手ながら、２月２７（水）～３月２日（土）まで、院内研修旅行のためお休みとさせていただきます(*^^)v

尚、３月４日（月）からは通常通り診療しておりますので、よろしくお願いいたします！！

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 18:46 | コメント (0)

2013年02月01日

★デンタルハイジーン★

当院の歯科衛生士の脇田（旧姓：逸木）がデンタルハイジーンに５か月に渡り、「みんなで取り組む！医院力向上プロジェクト」というテーマで連載
させていただきました！！
２０１２年１０月から、２０１３年２月までで、今月号が最後となりました(#^.^#)

お声をかけていただいた医歯薬出版会社の編集長の若林さん、素晴らしい編集をしてくださり私が書く以上のし仕上がりにしてくださった山崎さんを
はじめ、医歯薬出版会社の方々、支えて下さった当院の院長とスタッフ皆に感謝いたします！！
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歯科医院をより良く向上してけるよう、当院で取り組んでいる様々な“プロジェクト”の中から、リコールプロジェクト、３Ｓプロジェクト、補綴コン
サルテーションプロジェクト、商品アピールプロジェクトについて紹介させていただきました！
プロジェクトを振り返る時に、これまで行ってきた取り組みの成果や反省点、改めて気づいたことがあり、私自身多くのことを考えさせられました。
文章を書くことはとても難しいです(>_<)”
皆様の目に少しでもとまれば幸いです☆

１年前には、『みんなで取り組む歯科医院力向上プロジェクト』という本を同じく医歯薬出版会社様より出版させていただきました！そちらも見てい
ただけたら、嬉しく思います☆

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 14:31 | コメント (0)

2013年01月30日

第３７回　北九州歯学研究会発表会(*^^)v

１月２７日（日）にＪＲ九州ホール（ＪＲ博多シティ９Ｆ）にて『第３７回　北九州歯学研究会発表会』が行われました！今回は“審美歯科治療”をテ
ーマにしたシンポジウムを中心に行われました(#^.^#)

院長の和彦先生は現在、北九州歯学研究会の会長をされています☆

開会の辞です！
和彦先生、たくさんの出席者の方々の前で堂々と挨拶されました！

会場は満員ですヽ(^o^)丿

北九州歯学研究会の先生方のレベルの高い症例発表が行われ、会場の先生方とディスカッションが繰り広げられました。
歯科衛生士の逸木としてはとても難しい内容でしたが、歯周基本治療がしっかりと行われたたくさんの症例を見ることができて、とても勉強になりま

http://www.murakami-dc.com/news/archives/2012/02/o_2.html
http://blog.livedoor.jp/murakami_staff/
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2013/02/post_442.html
http://www.murakami-dc.com/news/archives/2013/02/post_442.html#comments


した(#^.^#)
充実した発表会でした！！
牧瀬先生、前田先生、渕上先生はこの会のお手伝いをされていました！お疲れさまでした★
歯科衛生士の末廣・逸木が出席させていただきました(*^^)v

歯科技工士の森さん、宮崎から西村先生が来られていました！！

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 13:41 | コメント (0)

小西さん退職☆

１月２０日をもちまして、受付の小西さんが退職されました(>_<)”
小西さんは約９年間村上歯科医院の受付として、また村上歯科医院の顔として活躍されました！

笑顔の和彦先生もなんだか寂しそう・・・

最後はみんなで記念撮影です♪

小西さんより・・・
学生時代からの早期実習を含めますと、約９年間大変お世話になりました！
院長、スタッフには、私のわがままな理由での退職を理解していただき、本当に感謝しています。
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また、皆様にも寿退社というご報告ができずにスミマセン（笑）
これまで、優しく接してくれた患者の皆様とスタッフの支えがあり、私は頑張ってこれました。
優しい皆様の笑顔を忘れず、これからも頑張っていきたいと思います。長い間、本当にありがとうございました！！

送別会は村上歯科が大好きないつものＴＩＺＩＯで行われました☆★

小西さんは、人生の次へのステップとして今回退職されました！
これからの活躍を、村上歯科院長とスタッフ一同、心から応援していますヽ(^o^)丿

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 13:40 | コメント (0)

2013年01月26日

第３９回　北地区・北九州歯科医学会☆

１月２０日（日）に北九州国際会議場で「第３９回　北地区・北九州歯科医学会」が行われました！！

そこで歯科衛生士の逸木がポスター発表させていただきました(*^^)v

逸木の感想
今回２回目のポスター発表をさせていただきました(*^^)v
ポスター作りにあたっていろいろと勉強になり、とても学ぶことが多くありました！当日も、応援してくれるスタッフのおかげで無事に終えることが
できました！！
これからも今回の経験を生かして日々診療にあたっていきたいと思います(#^.^#)

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
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是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 08:58 | コメント (0)

2013年01月25日

正月太り

今回は末廣が担当します！

あけましておめでとうございます笑”
もう今年も２５日がたってしまいましたね(#^.^#)みなさん、正月太りはしていませんか？？

私は先日、大阪・京都へ行ってきました。食がメインの旅行で美味しいものをたくさん食べたため、太ってしまいました。笑”

関西といえば、食べ物がおいしいイメージがありますが、実際においしく、特に本場の串カツは絶品でした。

しかし残念なことに、北九州とは違い、お店のオーダーストップが早くもっといろいろなお店に行ってみたいと感じました。
ちなみに、北九州は全国で比較するとオーダーストップの時間が遅いそうです。関西では自宅が都心部より離れていて帰宅時間が長くなるため、お店
が閉まるのも早くなり、それに比べて北九州では自宅が都心部に近くて帰宅時間も短いため、閉店時間も遅くなるようです。
やはり、長く楽しめることはいいですね(*^。^*)

また、京都でも普段あまり食べることのない料亭での朝食を食べて幸せな気持ちになりました。
美味しいものをおいしく食べられることは大切ですねヽ(^o^)丿
そのため歯はたいせつに☆
これからも、いろいろな場所に行っておいしいものを食べたいと思います(#^.^#)

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 13:15 | コメント (0)

2013年01月17日

村上歯科医院治療例（17）＜歯牙再植＞

またまた大変久し振りの村上歯科医院症例集です。前回から１年半近く経ってしまったのではないでしょうか。
今回は歯牙再植症例ですが、初診から13年の経過後に抜歯に至った症例です。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９歳の児童でした。プールの滑り台で前歯を打って、右上１番が脱落されました。
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　　　初診時　　　　　　再植後　　　　　13年後
　

　
　　再植直後の口腔内写真　　　　　8年後の口腔内写真

　
患者様のお父様は事故後、息子さんを行きつけの歯科医院に連れて行きましたが、そこでは再植手術は無理と言われ、当院へ転医してこられました。
当院へ来院された時点で、既に事故（歯牙脱落）から数時間経過していました。
　
歯牙の脱落後、時間が経過し過ぎていたため、成功する確率が低いことをお父様にお話し、ご了解いただいた上で再植手術を行いました。
　
再植後の経過を口腔内写真とレントゲン写真で追っていきましょう。

　
　　　　　再植当日　　　　　　　　　　　1ヶ月後

　
　　　　　1年3ヶ月後　　　　　　　　　3年1ヶ月後
　

　
　　　　　3年6ヶ月後　　　　　　　　　　8年後
再植手術後１年間くらいは問題なく推移していましたが、それ以降は徐々に右上１番が低位になってきました。これは再植歯が歯槽骨と癒着し始めて
いることを伺わせます。その傾向は３年を過ぎた頃から顕著になって来ました。
　
数年来院が途絶えた後、８年後に来られた時には左右１番のギャップがひどくなっていましたので、この時点でコンポジットレジンで右上１番の切端
部分を盛り足して急場をしのぎました。
　

　 　
　　　初診時　　　　　　再植後　　　　　1週間後
　



　 　
　　　1ヶ月後　　　　　1年3ヶ月後　　　3年1ヶ月後
　

　 　
　　　　8年　　　　　11年10ヶ月後　　　13年後
　
レントゲン写真からも１年過ぎた頃から歯根の吸収が始まり、11年過ぎた頃には歯根はガッタパーチャ根充剤だけになっています。13年後には歯牙
も動揺を始めましたので抜歯をしましたが、その時点で右上２番が近心移動してきていましたのでそのまま経過観察し、審美的に訴えがあれば、右上
２番の歯軸を整えた上で、２番を中切歯の形態に修復しようと考えています。
　

　　　再植から１３年後のパノラマレントゲン写真
　
結果から考えると再植をしたことが良かったのか否か悩むところですが、患者様が９歳の時点でこのようなディスクレパンシーを予測するのは無理で
したし、結果的にはそれほど大変なことになっていませんので、これで良しとしたいと思います。
　
他の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（１６）＜インプラント治療・長期症例＞
村上歯科医院治療例（１５）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（１４）＜歯周治療＞
村上歯科医院治療例（１３）＜インプラント治療＞
村上歯科医院治療例（１２）＜インプラント治療＞
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）＞
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 : 01:27 | コメント (0)

2013年01月07日

村上歯科新聞№１６☆

村上歯科新聞№１６を発行しております(#^.^#)
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待合室に置いておりますので、ぜひ読まれてくださいね♪

今回は、村上歯科スタッフ全員の２０１３年の目標と、院長の和彦先生が年末に大濠公園能楽堂にて九州青嵐会主催の大会に出演されたことを掲載し
ています。

裏面には“口臭”についての記事を掲載しています(*^^)v
当院では、口臭測定器「オーラルクロマ」を取り入れています！
これは、口臭の原因となる３つのガス（硫化水素、メチルメルカプタン、ジメチルサルファイド）を測定できるため、口臭原因の特定や、特にその主
要因である歯周病の診断、治療の効果の確認に役立ちます☆

気になる方は、ぜひお声をおかけください！！

村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 19:02 | コメント (0)

2013年01月05日

明けましておめでとうございます(*^。^*)

２０１３年スタートしましたねヽ(^o^)丿
皆様にとって良い年となりますように★☆

村上歯科医院も元気いっぱいスタートしました！！
今年もどうぞよろしくお願いいたします!(^^)!
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今年の目標を発表します！！

　村上院長　スタッフ全員の頑張りに支えられ目標の「いい病院」に近づきつつあります☆
今年は、私を含めスタッフ一人ひとりのキャリアアップを目標に、学会・セミナーへの参加や学会発表などの機会を増やし、さらなる学術的向上を目
指し、患者様の利益につなげていきたいと思います(^o^)／

　牧瀬副院長　何事も一生懸命！！！！！！！！！

　前田先生　自転車とサーフィンでいっぱい汗をかいて体力をつける☆

　渕上先生　ピンチの時に、ベストを尽くす（＾∀＾）☆

　歯科衛生士　飯田　毎日笑顔で病院の雰囲気を明るくできるようにがんばります♪

　歯科衛生士　谷口　２０代ラストの１年！くよくよ悩まず立ち止まらず、毎日楽しく前向きに過ごしていきたいです☆　　

　歯科衛生士　脇田　人に優しく、自分にも少し優しく　＼(^o^)／

　歯科衛生士　末廣　いろいろなことに挑戦して、充実した１年にします(^_-)-☆

　歯科衛生士　中村　今年はアクティブに、いろいろなことに挑戦したいです（＾∀＾）♪

　歯科衛生士　日高　今年も元気に、そしてみなさんに笑顔になって頂けるように頑張ります(*^^)v

　受付　小西　旅行に行ってリフレッシュしたい(^o^)

　受付　宮原　今年は、最近体力がなくなってきたので、運動して体力をつけて、若さをとり戻したいです(#^.^#)

　受付　瀧川　私の目標は毎日笑顔です☆実習生として３ヶ月経ちましたが、ニコニコ笑顔で頑張りますのでよろしくお願いいたします(^_-)-☆

　村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆
是非ご覧ください(*^^)v

投稿者 村上 : 09:02 | コメント (0)

2012年12月28日

年末年始のお休みのお知らせ★

誠に勝手ながら、１２月２９日（土）～１月４日（金）までお休みとさせていただきます(*^^)v
尚、１月５日（土）からは通常通り診療しておりますので、よろしくお願いいたします！！
今年もお世話になりました(*^。^*)
よいお年をお迎えくださいませ★☆
来年もよろしくお願いいたします！！
　
村上歯科のスタッフブログ（＾◇＾）☆☆是非ご覧ください(*^^)v
村上歯科のスタッフたちの年末年始の出来事をご紹介していますヽ(^o^)丿

投稿者 村上 : 18:55 | コメント (0)

2012年12月21日

Ｘｍａｓプレゼントの発表ヽ(^o^)丿

１１月２２日より応募しておりました『村上歯科医院スタッフ全員からのＸｍａｓプレゼントキャンペーン』（総額７万円相当）は１２月２０日をも
って締め切らせていただきました★☆
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