
とってもかわいいですよ（＾-^)～★
　そんなかわいいメダカが最近【卵】を産みました！！これからの成長が楽しみ（＾０＾）／なのですが…実は今回が初めてではなくて前回の卵は残
念ながらうまくかえりませんでしたǁ‖（Ｔ＿Ｔ）ǁ‖
　どうしたらうまく卵をかえせるのでしょうか…？？
最近の村上歯科の悩みです…ｆ（＾_＾；）
皆様も来院された際にはぜひメダカたちをご覧下さい0（＾−＾）0

投稿者 村上 : 15:01 | コメント (0)

2005年09月20日

当院歯科衛生士の行村さん、北九州歯学研究会発表会にて素晴らしい発表！！

８月２７日・２８日の両日、福岡国際会議場で“第３０回北九州歯学研究会発表会が行われ、当院の歯科衛生士、行村麻代さんが『予防をしたい』を
テーマに素晴らしい発表しました。

　　　

今回、初めて座長として、会を進行していきました♪♪
「すごく緊張しましたが、大成功だったのでは？？」とチーフの飯田さん（･9･）／

左、いこの歯科医院の山内惠子さん。中央、当院の飯田章乃さん。

無事、発表を終えて…
発表をした行村さんも今回始めて座長として会を進行した飯田さんもホッとした様子♪（＾¥＾）♪
飯田さん、行村さんおつかれさまでした！！

院長先生を囲んで
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実は、発表２度目です！！
今回の発表は、前回よりも大きいな会場で行われたので、とっても緊張しましたが、大変貴重な体験をさせて頂き、本当に感謝しています★（＾o
＾）★

行村先輩、お疲れさまでした！！
とってもかっこよかったです♪
私たちも先輩に近づけるよう頑張ります！！

８月２７日に行われた懇親会の様子です。みんなすごく楽しそうです。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

これからも皆様のお役に立てるよう、スッタフ全員で頑張ります！！
皆様、どうぞ宜しくお願い致します（＾・＾）／～～　
　

投稿者 村上 : 12:29 | コメント (0)

2005年09月16日

アメリカからの患者様からお礼のお手紙をいただきました（本欄６月６日ニュース参照）

先日（６月６日）にこの欄でご紹介したアメリカからの患者様からお礼のお手紙をいただきました。患者様は当院で約１ヶ月間の治療を受け、完治
し、アメリカへ帰国いたしました。

患者様のお手紙の内容が、アメリカと日本の歯科医療の違いと虫歯予防の大切さを解りやすく表現していただいていますので、患者様のご了解をいた
だき、以下に患者様からのメールをそのままご紹介いたします。

村上先生へ。
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秋の気配になってきましたが、いかがお過ごしですか？
お礼のお手紙がこんなに遅くなり申し訳ありません。
先日は本当にお世話になりありがとうございました。
いつも皆様の心のこもった対応に感謝感激です。
お蔭様でその後とても調子がよく、歯への不安が消えました。
その上、上顎洞炎までもご指摘いただき、耳鼻科で完治できました。
あのままアメリカで治療を受けていたら・・と思うとゾッとします。

ご承知の通り、こちらでは虫歯予防にとても力を入れています。
幼い頃から半年に一度の検診は当たり前。フッ素入りの水やフロスの使用で
アメリカ人は本当に歯が美しい。
子供の頃からの習慣づけで虫歯が少なく、年をとってもきれいに維持できるのですね。
私はこれまであちこちで歯科治療を受けており、また悪くなれば再度治療をしなければなりません。
早い時期に先生にお会いできていれば・・と心から思っています。
息子には私のようにいつも歯の不安をかかえないように、きちんと検診と歯磨きを一緒に頑張ります！

西村先生とスタッフの皆様にもどうぞよろしくお伝え下さい。
そしてこれからもよろしくお願いします！
本当にありがとうございました。

佐○貴○子

投稿者 村上 : 01:48 | コメント (0)

2005年07月22日

吉田真智子さんのフェアウエルパーティーの模様をアップしました

当院の歯科衛生士、吉田真智子さんが７月２１日付けで退職することになりました。２年４ヶ月間、本当にありがとう。とても素敵な歯科衛生士さん
でした。今年６月に結婚され、ご主人の住む福岡で新しい生活がスタートします。がんばってネ。

　

フェアウエルパーティーの模様です。

　 　

　 　

　 　

投稿者 村上 : 02:47 | コメント (0)

2005年07月16日

日本審美歯科協会創立２０周年記念学会の写真をアップしました（３３枚の豪華版）

大変遅くなりましたが、３月１２・１３日の両日に行われました日本審美歯科協会創立２０周年記念学会ならびに市民公開フォーラムの写真をアップ
いたします。当院の歯科衛生士、朝弘結子さんが歯科衛生士発表会で素晴らしい講演をしました。是非、ご覧ください。
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福岡国際会議場を全館貸し切って行われました

準備のため朝早く集合した当院スタッフ

受付風景。広いエントランスホールに受付を配置

当院の行村麻代さんと節原いづみさんもお手伝い



当院の飯田章乃さんと吉田真智子さんも頑張りました

小西亜希子さんが参加者にパンフレットをお渡ししています

超満員の会場。３０００人近い方々にご参加いただきました

当院の院長先生が会長として満員の聴衆を前に開会の挨拶をしました

市民公開フォーラムでは、デューク更家さんがとても楽しいパフォーマンスを見せてくださいました



市民の皆様もデュークさんのトークとパフォーマンスに引き込まれ楽しそう

第２代会長河原英雄先生とデューク更家さん、そしてTBS「世界ふしぎ発見！」のメインレポーター竹内海南江さんの楽しいトークが繰り広げられま
した

当院の院長先生も豪華景品つき抽選会で活躍

午後から同じメインホールで朝弘結子さんが「私たちの目指す歯科医院」と題して講演

講演が無事終わりホットしている朝弘さん。「素晴らしかったよ」と院長先生



多目的ホールではテーブルクリニックが開かれました。熱心に講演を聴く参加者のみなさん

器材展示ブースの風景

な、な、なぜかベンツとポルシェを展示！

そんな環境でも車には目もくれず一生懸命に勉強している歯科衛生士さんたちは素晴らしい



夕方からホテルオークラ福岡で記念祝賀会がありました

祝賀会で挨拶する院長先生

とても沢山の方々にご参加いただき楽しい祝賀会でした

こんなアトラクションも極秘に用意されていました

二日目の歯科衛生士発表会の会場風景。超満員でした

会場に入りきれない方のため、急きょ入り口にモニターと椅子を設置しました



メインホールでは特別講演会が開催。特別講演の筒井昌秀先生に感謝牌を渡す院長先生

特別講演の下川公一先生に感謝牌を渡す院長先生

特別講演の山崎長郎先生に感謝牌を渡す院長先生

閉会後の当院のスタッフ。二日間、大変お疲れさまでした。充実感でいっぱいです

投稿者 村上 : 22:21 | コメント (0)

2005年07月15日

当院の院長がラジオ日経の歯科医向け専門番組「歯科医の時間」に出演

ラジオNIKKEIでは、昭和30年より日本歯科医師会の協力で、歯科医向け専門番組「歯科医の時間」を放送しています。実地診療に役立つテーマ・内
容中心の番組で、とても好評でラジオNIKKEIの中でも長寿を誇る番組の一つです。

　　　　　　　　　　　　

この度、当院の院長、村上和彦が日本歯科医師会学術・生涯研修委員会からこの番組の演者に推薦され、KBCメディアで収録をしてきました。「患
者様の求める歯科医療の追求」というテーマで、８月２日（火）午後９時１５分からラジオ日経で放送されます。是非、お聴きください。
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KBCメディアエントランスホールにて。やや緊張気味の院長先生

編集作業中のKBCメディア美人スタッフ。ついシャッターを切ってしまいました

録音中の院長先生。こんな真剣な表情の院長先生ははじめて見ました

収録を担当してくださった制作部の高橋さん。院長が大変お世話になりました。また、番組担当の日経ラジオ社　医学・健康情報局の山崎瑞香さん。
ありがとうございました。

投稿者 村上 : 00:41 | コメント (0)

2005年06月30日

当院の歯科衛生士、吉田真智子さんが結婚しました。写真もアップしました

先週の日曜日（６／２６）、北九州プリンスホテルにおいて吉田真智子さんがめでたく結婚式を挙げました。とても素敵な結婚式でした。写真アップ
しました。ご覧ください。
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イエスの前で厳かに

幸せ～～ェ！

風船の玉手箱

幸せのツーショット

村上歯科スタッフと共に。わたしたちも早く結婚したい～ィ！

白無垢も最高でした



ウェディングケーキに入刀～～ォ！

愛のキャンドルサービス。とにかく愛に満ちた素晴らしい披露宴でした

投稿者 村上 : 01:25 | コメント (0)

2005年06月06日

なんと、村上歯科医院にアメリカから患者様が来院！

以前、当院で治療を受けておられた患者様が、現在ご主人のお仕事のため居住しているアメリカから、飛行機でわざわざ村上歯科医院へ治療のために
来院くださいました。ありがたいことです。

患者様はスタンフォード大学にある歯科医院で当院の治療が“完璧だ。素晴らしい！”と絶賛され、乳飲み子を抱え帰国。当院に来院くださいました。
以下に患者様のご了解をいただき、患者様からのメールをそのままご紹介いたします。

村上先生へ

大変ご無沙汰しておりますがいかがお過ごしですか？
満員御礼でご多忙な日々だと存じます。

早速ですが歯根治療のご相談です。
二年前に、いつか痛くなったときに治療をしようとお話いただいた箇所がついにやってきました。ううっ。
まだひどく痛くはないのですが、ムズムズしていやな予感なのです。
すぐ近くのスタンフォード大学にある歯科医院に行って、クリーニングと全部の歯のレントゲンを撮った結果、むずむずしている二本ともう一本を指
摘されました。
合計三本の歯根治療と陶器の歯（または金）で約５０００ドルの見積もりがでました。（唖然！）
初めて行った歯科医院でこんな高額な治療をする決心がつかないのと、以前先生に治療していただいた歯根治療を見て、外人の先生たちが“完璧だ。
これはどこで治療したの？素晴らしい！”と絶賛しておりました。（他の歯科で治療した箇所はあまりのレベルの低さに驚いてました。）
これを聞いて、乳飲み子を抱えての帰国は大変ですが、是非先生のところで治療をうけたいと思っております。

前置きが長くなりましたが、具体的に右上後ろから二番目と左下後ろから二番目がムズムズしています。左上後ろから二番目も早急に治療した方がい
いといわれましたが、今は何ともありません。
合計三本を６月の第一週目ぐらいから二、三週間の帰省期間になんとか治療をしていただけないでしょうか？
歯科治療が目的の帰省です。毎日通院もできます。日本の健康保険もあります。
可能であれば、すぐに飛行機のチケットを手配します。お返事をお待ちしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
佐○貴○子

投稿者 村上 : 22:38 | コメント (0)

2005年05月15日

この度、 ISO 9001の認証を取得いたしました

今後、村上歯科医院では歯科医療サービスの品質を高め、すべての患者様により一層ご満足いただけますよう、ISO 9001国際規格に基づいた品質マ
ネージメントを実施いたします。

ISO 9001とはInternational Organization for Standardization（本部：スイス）が定めた品質マネージメントに関する国際規格です。品質に関す
る方針や目標の設定から、スタッフの配置や教育、設備機器・材料の管理、問題発生時の処置と再発予防策の実施など組織全体の品質マネージメント
に必要な項目が網羅されています。外部審査員による定期的な審査が義務付けられており、常に規格に沿った業務を実施することが求められていま
す。

投稿者 村上 : 15:18 | コメント (0)
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2005年03月27日

患者様アンケート結果をすべて掲載

患者様アンケート結果を「患者様からの手紙」のコーナーに掲載しています。大変遅くなりましたが、アンケートのすべてをファイルにまとめました
のでご覧ください。

昨年１２月に実施いたしました「患者様アンケート」には、お忙しい中、快くお答えいただき、誠にありがとうございました。多くの皆様からお叱り
を含め、感謝や励ましのご意見を沢山いただきました。これらの貴重なご意見を謙虚に受け止め、できることから一つ一つ改善して行きたいと思って
おります。また、改善結果も逐次ご報告いたします。
これからもどのようなことでも構いませんので、ご不満やお気付きの点などございましたら、院長またはスタッフへご意見ください。
今後も村上歯科医院では、患者様に快適に診療をお受けいただけますよう「最高級のおもてなし」をモットーにスタッフ一同、日々努力して参りま
す。どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿者 村上 : 23:13 | コメント (0)

2005年03月22日

市民公開フォーラムご参加のお礼

先日よりご案内しておりました日本審美歯科協会創立２０周年記念学会が３月１２・１３日の両日、福岡国際会議場で行なわれ、３０００名を超える
方々のご参加をいただき盛会裏に終了することができました。

お蔭さまで九州で行なわれた歯科学会では過去最大の学会になりました。
市民公開フォーラムにも１０００名近くの方が参加され、とても楽しい雰囲気で行なわれました。当院の患者さまの飯田なほ子様もステージ上でデュ
ーク更家さんにウォーキングの指導を受けました。
また、当院の歯科衛生士、朝弘結子君と当院の歯科技工を担当してくださっている森 亮太先生も記念学会で素晴らしい講演をされました。
お忙しい中、朝早くからご参加くださいました皆様に心よりお礼申し上げます。

投稿者 村上 : 01:23 | コメント (0)

2005年01月01日

新年あけましておめでとうございます

新しい年を迎え、当院ではこころ新たに「いい病院をつくりましょう」という社是のもと、スタッフ一同で「患者様に感動していただける病院づく
り」を目標に頑張って参りたいと思います。

具体的には、私どもの「ありたい姿」として
１． 患者様に心から喜んでいただける歯科医院
２． 患者様があふれるほど来院していただける歯科医院
３． 患者様に思いやりをもった暖かい歯科医院
４． 患者様と明るい会話の弾む歯科医院
５． 整理、整頓、清掃された清潔な歯科医院
の５つの項目を掲げて努力して参ります。
一方、技術面においては、患者様の歯とお口の健康を守るために大切な予防歯科治療を基本に置き、インプラント治療、審美歯科治療、噛み合わせ治
療などの最先端歯科医療を増々充実させていきたいと思っております。
また、本年は患者樣により一層ご満足いただける良質な歯科医療サービスをご提供することを目的として、スタッフ全員で品質マネージメントの国際
規格であるISO 9001の承認取得を目指します。
本年も皆様方にはいろいろとご迷惑をお掛けすることもあろうかと思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿者 村上 : 22:51 | コメント (0)

2004年12月25日

日本審美歯科協会「市民公開フォーラム」のお知らせ

当院の院長が会長を努めています日本審美歯科協会の創立２０周年記念学会が３月１２日（土）、１３日（日）の両日、福岡国際会議場で行なわれま
す。

１２日（土）の午前中にはタレントのデュ−ク更家さん（ウォーキングドクター）とTBS「世界ふしぎ発見！」のメインレポーターの竹内海南江さん
のトークショー、豪華賞品のプレゼントなど盛り沢山の企画です。少しでも多くの市民の皆様にご参加いただき、楽しいフォーラムにしたいと思って
います。
どうか皆様お誘い合わせのうえ、ご参加くださいますよう、お願いいたします。
なお、記念学会では当院の歯科衛生士（朝弘結子）が歯科衛生士発表会で講演いたします。

投稿者 村上 : 15:49 | コメント (0)

2004年12月21日

デンタルケアコース開始

村上歯科医院の提唱するプロフェッショナルケアをお気軽にお試しいただけるよう「デンタルケアコース」をご用意いたしました。
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