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をお寄せください。皆さまのご要望

にそった快適な歯科治療の提供がで

きますように、スタッフ一同頑張っ

てまいります。
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●ご意見をお待ちいたします

●眞坂歯科医院からのお知らせ

● 新たな課題に
　　　　　　チャレンジの年

● 朝のウォーキングと
　　　　　　　　ラジオ体操

眞坂歯科医院からのお知らせ

■鮎川佳子歯科衛生士が入局しました。

　   

■特別顧問
慶応義塾大学医学部歯科
　　　　　                口腔外科学教室准教授　河奈裕正
■スタッフ
歯科医師 8 名・歯科衛生士 10 名・歯科助手 1 名
歯科技工士２名・受付 1 名
■設備
治療ユニット 6 台／院内技工室／歯科用 X 線 CT ／
治療用顕微鏡（マイクロスコープ）6 台／院内 LAN プ
レゼンテーションシステム／レーザーう蝕診断機 etc

医療法人社団　歯生会

■住         所　世田谷区奥沢 5-26-9　自由が丘栄ビル３F

■診療時間　AM9:30 ～ PM1:00・PM2:00 ～ PM5:30
■受付時間　AM9:15 ～ PM6:00
■休  診  日    日曜・祝日

http://www.masaka-dental.com

℡ 03-3718-8470  03-3718-9109Fax

■ホームページアドレス

一般歯科・口腔外科・インプラント・特殊治療（接着治療・顕微鏡診断・ＣＴ診断）etc.

■学会の専門医・認定医・認定衛生士

日本接着歯学会 終身認定医：眞坂信夫

国際インプラント学士会認定医：眞坂信夫

日本歯科理工学会

　　　　     Dental Materials Senior Adoviser ： 眞坂信夫

日本口腔インプラント学会専門医： 岡田常司

日本歯周病学会専門医：岡田たまみ

日本歯周病学会認定衛生士  藤原優子・松永麻子

日本口腔インプラント学会専門衛生士：北島綾美

自由が丘駅（東急東横線／東急大井町線）南口を出て徒歩 1 分。

遊歩道沿いです。ビルの 1 ～ 2 階は無印良品

←眞坂歯科医院
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当院では、皆さまとの円滑なコミュニケーションが、

より良い治療を実現する一番のポイントであると考え

ています。治療へのご意見・ご希望はもとより身近な

出来事や話題などをお寄せください。特に言いにくい

こと—ご不満やお叱りなど—が、私どもには貴重なも

のとなります。匿名でも結構ですので、院長またはニ

ュースレター宛にお送りくだされば、おおいに励みと

させていただきます。

　初日の出に赤く染まる霊峰富士を眺めながら、穏やかな新年を迎えました。本年も

よろしくお願い申し上げます。

　西暦 2000 年から毎年、元旦の紅富士を遥拝し撮影していますが、写真に映る表情は

その時々に異なり、飽くことのない新鮮な感動を覚えます。姿の変わらぬこの富士の

山が、季節や環境、時間によってその表情をダイナミックに変えることで、私の気持

ちを新鮮にし、思考力を上げてくれます。

　霊峰富士から感動をもらって思うことは、「一歯一生・一生一歯」の診療理念のもと、

最先端の医療をお届けすることで、受療者の皆様に「新鮮さ」を実感していただける

ように、医院の「表情」を常に新しく変化させていきたいとの願いです。

　眞坂歯科医院は今年で開業 45 周年を迎えます。５年前には岡田常司先生が院長を

引き継ぎ、以来、これまで以上に順調な維持管理が行われています。岡田常司先生の

専門であるインプラント治療が実績を重ね、接着治療とともに当医院の誇る診療科目

として定着し、皆さまに満足していただいている結果が出ていると確信しております。

　この５年間、私の思い描いた、こうありたいという歯科医院のイメージがスムース

に実現していることは、誠に嬉しく、医院を支えてくださっている皆さまに心から感

謝申しあげます。

　さて、次の課題は、私が５年単位で描いているこれからの活動イメージを、実現に

向けて一歩一歩進めて行くことです。

　そのためには、まずは健康ですが、これは 2007 年から続けている篠原八幡神社での

朝のラジオ体操とウォーキングを続けることと心に決めています。皆さまの小さな歯

の中を顕微鏡で見ながら行うミクロン単位の歯科治療は肩の筋肉を大きく凝らせます。

これを解決するためには朝の運動が欠かせません（次ページ記事参照）。

　平成 26 年度日本接着歯学会総会で医療法人社団歯生会・会長の眞坂信夫が学術功労賞を

受賞しました。

　眞坂は、65 歳の時（平成 17 年）学会の発展に貢献したことで学会功労賞の受賞と名誉会

員の推挙をいただき今日に至っております。

　今回の学術功労賞の受賞は歯生会として大変

な栄誉であると同時に、これからの責務を痛感

します。

　接着治療は高齢化社会に大きく貢献できま

す。また、日本のオリジナルである接着治療を

世界に広めることは、人類を救うだけでなく、日本の文化と技術力を

世界に認知していただける良い機会です。

　受療者の皆さまと、より質の高い接着治療法を維持し、それを世界

に展開する…　為すべきことは増々大きくなりました。

　2014 年 10 月に入局いたしました。むし歯と歯

周病の予防にわかりやすい説明と丁寧なお口の中

のお掃除、アシスタントに努めてまいりたいと思

います。患者さまの笑顔を楽しみに頑張りますの

で、よろしくお願いいたします。

眞坂歯科医院開業 45 周年

新たな課題にチャレンジの年

医療法人社団 歯生会 会長
眞坂歯科医院 顧問

眞坂信夫

日本接着歯学会・学術功労賞を受賞

お便りを

お待ちします

●眞坂信夫、日本とインドネシ　
アの合同学術大会にて招聘講演

● 岡田常司、インプラント・　
　　　　　ミーティングで講演

● 当院の歯科医師３名が、
　　　　接着歯学会で学術発表



　次の課題は、民間医療に携わる歯科医師の使命とも責

任とも言えるものです。それは、10 年、20 年と医院に通っ

ていただいている受療者の皆さまの歯の健康を最後まで

守り抜くという、歯科医師本来の使命を全うすることで

す。

　歯の健康を良好に維持するためにはメインテナンス

（維持管理）といわれる定期的通院が欠かせません。し

かし、歳を重ねるに従って、通院もなかなか骨の折れる

ものになると思います。また、「歩くことが不自由になっ

て、一人での外出が難しくなったらどうしようかと不安

になる」と話される患者さまもいらっしゃいます。

　このような患者さまに安心いただくためには、地域の

訪問診療医と連携し、必要に応じてこちらから出向ける

システムを作ること。これがこれからの課題です。

　三つ目の課題は、私が力を注いできた接着治療、破折

歯保存治療、根築一回法（根の治療と歯の土台作りを一

度で行う治療法）などを「受療者に負担をかけない治療

　日本補綴歯科学会とインドネシア補綴学会との合同学術大会

がインドネシアのバリ島で開催されました。この学会において

招待演者として、歯生会・会長の眞坂信夫が「接着性レジンを

使った垂直破折歯の治療」をテーマに講演を行いました。

　歯髄（歯の神経）を取って治療した歯の根が割れてしまう「歯

根破折」。この診断で抜かれてしまう歯は世界的に多くなる一

方です。それだけに、抜かず残せる接着治療に大きな関心を持っ

ていただきました。

　当医院の歯科医師３名が、神戸で開催された第 33 回日本接

着歯学会（神戸）に参加し、日々の診療で取り組んでいる臨床

に関する発表を行いました。

　大学関係の基礎的な発表が大半を占める中、数少ない臨床に

関する発表で、他の参加している先生方の関心も高く、発表内

容に関するいくつもの質問を受けました。          

　このような発表を行

えたのは日々の臨床に

真摯に取り組んでいる

からだけでなく、受療

者の皆さまのご協力が

あってのものと感謝し

ております。これから

　デンツプライジャパンサミット 2014 という大きなインプラ

ントのミーティングが虎ノ門ヒルズで開催されました。デンツ

プライ社は 1899 年に設立された歯科材料を販売・開発・研究

している会社で、現在まで世界の歯科界を牽引してる大企業で

す。インプラントについても XIVE、ASTRA、ANKYLOS の 3 シ

ステムを揃え、シェアも約 20％で世界第 3 位となります。

　大学教授や高名な一般臨床医の先生方がご講演され、当医院

からは、デンツプライインプラントシステムである XIVE の 公

認インストラクターである岡田院長が「インプラント周囲硬組

織のティッシュマネージメント」をテーマに講演を行いました。

　朝のウォーキングとラ

ジオ体操は、人間ドック

での保健指導により始め

たものです。悪玉コレス

テロールの検査値を下げ

るには、ウォ―キングが

効果的であるとの指導を

いただき、早速、朝のウォ

―キングを始めました。

　開始したのが新緑の時季であったことも良かったと思

います。季節の花と緑が目に和んで頭も冴え、その日の

予定と課題を思考できました。朝のウォ―キングとラジ

オ体操は、これまで全く経験したことのない別世界で、

私の人生がより豊かになりました。

　朝のウォ―キングとラジオ体操の時間は約１時間ほど

ですが、効果は抜群で、半年後には検査値を安定させる

ことができました。

　また、それ以上にありがたいことは、歯科医師が抱え

る肩凝りの問題を解決できたことです。顕微鏡を使って

行う、ミクロン単位の操作は、長時間にわたって手指と

肩を緊張させるため、私は常に肩凝りに悩まされてきま

した。しかし、両腕に 500 グラムのウエイトタオルを巻

き付け、腕を大きく振りながらウォ―キングすることで、

法」として、国内はもちろん海外にも普及することです。

　一昨年の韓国、中国、トルコに続き、昨年は中国、イ

ンドネシアなどに足を運び、講演と実技指導を行いまし

た。日本はもとより、アジアのどの国でも、若い歯科医

たちの新しい技術習得への熱心さを目の当たりにし、経

験や技術を伝える大切さと、伝える喜びの大きさを身を

もって実感しています。今年の目標はフランスです。

　当医院でも、着実に次世代への継承が進んでいます。

昨年 12 月に第 33 回日本接着歯学会学術大会が開催され

ました。「学会」と言えば、大学や研究機関の発表がほと

んどを占めていますが、眞坂歯科医院からは３つのテー

マで学術発表を行いました（次ページ記事参照）。時間を

工面しながら研究を続け、臨床の最前線から歯科界の発

展に寄与できる研究発表を行ったことは、当医院の若い

世代が確実に育っており、受療者の皆さまに質の高い治

療を提供し続けることをお約束できる証左と自負してお

ります。

この肩凝りの問題はすっきりと解決できました。

　ラジオ体操も、最初は自宅近所の篠原八幡神社の境内

でたった一人で行っていましたが、今は仲間が増えて、

15 人ほどになりました。この仲間がまた素晴らしいの

です。僅かな時間ですが、体操を終えた後で交わす会話

が楽しいです。

　今の時期は家を出るときは真っ暗ですが、朝焼けの素

晴らしさは言葉にできません。冷たい空気の中で仲間と

体を動かすことは、なんとも気持ちが良いものです。

　昨年からは、この朝のウォーキングを五千歩に定めま

した。続けていると、思ったより疲れることもなく、心

身ともに爽快になります。休日には一万歩を歩く日もあ

ります。スマートフォンに記録される毎日の歩数グラフ

は、大きな励みになります。

　ラジオ体操は日本が生んだ優れた健康文化と感謝して

おります。

ウォーキングとラジオ体操朝の

日本補綴歯科学会とインドネシア補綴学会の
合同学術大会で、
眞坂信夫が招待講演を行いました。

2014.10.31 ～ 11.1 

第 33 回日本接着歯学会で、当院の歯科医師
眞坂こづえ、米田哲、関屋亘の３名が、
臨床発表を行いました。

インプラントの世界ミーティング
「デンツプライジャパンサミット 2014」で、

院長・岡田常司が講演を行いました。

　歯の根が割れても適切な治療を行えば抜かずに保存すること

ができます。この割れた歯を抜かずに残す、ならびに、歯の根

が割れないようにする接着治療法は、眞坂歯科医院が 33 年前

から研究開発を続けてきたもので、現在は確立した治療法とし

て提示できるようになりました。

　参加者は 1,000 名を超え、歯科医師のほか、歯科衛生士、歯

科技工士も参加し、外科処置のみでなく、メインテナンスや

CAD/CAM などの最新の技術革新などについても幅広くディス

カッションが行われ、インプラント治療のイノベーションの

共有を図ることができ、非常に有意義なミーティングとなり

ました。

■発表演題と演者

「当医院における根築一回法の臨床成績」　    Dr 関屋亘：口頭発表

「垂直破折歯根治療の予知性を高めるための診断と症例の選択」
Dr 眞坂こづえ：ポスター発表

「セラミックス純接着ブリッジの症例」　 Dr 米田哲 : ポスター発表

も真坂歯科で取り組んでいる接着治療に関する情報を積極的

に世間に発信したいと思っています。

発表ポスターの前で左から、
関屋亘、米田哲、座長：二階堂徹氏、学会長：福島正義氏、眞坂こづえ、眞坂信夫

2014.11.23 ～ 24

2014.12.13 ～ 14


