
眞坂歯科医院からのお知らせ

ご挨拶
　本年度（令和２年）東京医科歯科大学インプラント外来の臨床教授に任命されま
した。 2003 年からも非常勤講師に続き臨床准教授として、 大学での診療や後輩の指
導 ・ 学術関連の仕事をしておりましたが、 それが評価されたものとして非常に光栄に思
います。

■岡田常司院長が、 東京医科歯科大学 ・臨床教授に就任しました。

　   　

■ 特別顧問
神奈川歯科大学付属病院診療科教授
　　　　　　　　　　　　河奈裕正

■ スタッフ
歯科医師 7 名・歯科衛生士 8 名
歯科助手 4 名・歯科技工士２名
受付２名

医療法人社団　歯生会

http://www.masaka-dental.com

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.

■ 院長　岡田常司
■ 学会の専門医・認定医・認定衛生士
日本口腔インプラント学会専門医：  岡田常司
日本接着歯学会認定医：眞坂こづえ・米田 哲
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
　　　　     専門歯科衛生士：北島綾美・小澤久美子

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 ■住所　世田谷区奥沢 5-26-9　自由が丘栄ビル３F・４F

■診療時間　AM9:30 ～ PM1:00・PM2:00 ～ PM5:30
■電話受付時間　AM9:15 ～ PM6:00
■休診日　　日曜・祝日

℡ 03-3718-8470  03-3718-9109Fax

■設備
治療ユニット 5 台／メインテナンスユニット 3 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／歯科用レーザー／光学
印象装置 etc

眞坂歯科医医院　→

眞坂歯科医院ニュース　第 25 号（眞坂歯科医院創立 50 周年記念号 2020 年 9 月 26 日発行）
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近藤　由紀子（歯科助手）
　2018 年に入局しました近藤です。
充実した毎日に、 約 1 年半の歳月
があっという間であったと感じています。
今後も日々勉強を重ね、 患者様や
先生はじめスタッフのお役に立てるよう
努力してまいりますのでよろしくお願い
致します。

川上　知子（歯科助手）
　歯科助手として勤務しています 「か
わかみ」 と申します。 新しく経験する
事が多く不慣れな点もありますが、 患
者様の気持ちになって考え、 安心し
て治療を受けて笑顔で帰って頂けま
すように努めて参ります。 どうぞ宜しく
お願い致します。

■新人スタッフ紹介

能見　英子（歯科助手）
　昨年 6 月に入局しました。 歯科助
手の能見と申します。 患者様に寄り添
い、 安心して来院して頂ける様努めま
すので、 どうぞよろしくお願い致します。

相川　美智子（受付）
　昨年 12 月より受付としてお仕事さ
せて頂いております。 未経験からのス
タートでしたが先生方スタッフの皆さん
のご支援の下一つ一つ学ばせて頂いて
おります。 まだまだ不慣れな点も多くご
迷惑をおかけしてしまう事ばかりですが、
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

当医院では、 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。

お便りを
お待ちしています。

私たちは、 患者様が快適な食生活と健康的な美しさの維持により、 心豊かな日々をお過ごし
いただけることを第一に考えた診療に全力をあげています。

眞坂歯科医院創立　　　周年記念号

ご挨拶

　眞坂歯科医院は 2020 年 7 月に、 医院創立 50 周年を迎えました。
　これもひとえに当医院を支えていただいた皆様方の賜物であると心から感謝申し上げます。 眞坂歯科医院は眞坂
信夫を中心に接着治療のパイオニアとして、 昭和 ・ 平成 ・ 令和と歯科業界へ貢献してまいりました。 また近年では
歯科医療の進化に追随するために、 インプラント治療 ・ 歯根破折歯の治療技術のみならず、 診療室の設備におい
ても、 CT ・ CAD/CAM ・ マイクロスコープの導入 ・ 予防専用フロアの開設など、 最新機器 ・ 設備も積極的に導
入してまいりました。
　この記念すべき年を楽しみにしていた創設者の眞坂信夫は残念ながら令和元年９月８日に逝去いたしました。

歯生会眞坂歯科医院前会長故眞坂信夫の生涯の夢は、 患者様が生涯口腔内で困る事なく人生の最期まで美味しく食べて過ごすた
めのお手伝いをさせていただく事、 そして自分の亡き後に患者様がお困りにならないように次世代へ継承することでした。 私たちは故眞坂
会長の遺志を継ぎ、 次の時代に向けてさらなる研鑽を積み、 患者様はもちろん ・ 地域医療や歯科界へ貢献し続ける所存であります。
今後とも眞坂歯科医院をよろしくお願い申し上げます。

令和 2 年９月　眞坂歯科医院　院長 ・ 岡田　常司
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眞坂歯科医院
　　院長 ・ 岡田　常司



　　眞坂歯科医院の草創期
　眞坂歯科医院は、 1970 年 7 月に神奈川県横浜市港北区大曽根で産声をあげました。
歯科医師 ・ 受付 / 衛生士 ・ 技工士３人の、 スーパーマーケットの２階、 ユニットチェア 2 つ
の小さな診療室でした。
　その１年半後、 自由が丘南口駅前のビルの６F に居を構え、 ユニットチェア２台と技工室
を備え、 ドクター２名、 技工士１名、 受付１名の体制で高い質の治療を提供するために故眞
坂信夫会長が自費診療志向で診療をはじめました。
　眞坂信夫会長の東京歯科大学院時代の研究
課題は 「鋳造精度」 で、 理工学教室に在籍し

研究を行いました。 金属で歯の被せ物を作る時に、 いかに実際の歯にピッタリに作
れるか。 当時の被せ物の合着は無機セメントが主流で、 材料に化学的接着力が
なく唾液に溶けやすかったため、 歯と被せ物の隙間が少ないほど被せ物が脱落せず
に長もちすると考えられていました。
　それでも開業して 10 年ほど経つと、 心を込めて型をとり作った被
せ物が外れて中が虫歯になっていたりする。 眞坂会長は、 大学で
習った通りにキッチリ診療しているのに、 どうしてだろう ? と疑問に思
い始めました。

　　接着力の強力なスーパーボンド
　患者様の歯を長期にわたり健康に保つことに情熱を燃やしていた故眞坂会長は、 1980 年に当時の東京医科歯科大学医
療器材研究所、 故増原英一教授から、 「試しに臨床で使ってみてくれ」 と、 スーパーボンドのデータを渡されて、 「これだ！」 と
思いました（注１）。 理工学教室で合着力の測定データを見慣れていた眞坂会長は、 その接着力が従来の無機セメントよりも非
常に優れていることに驚き、 早速このセメントを診療に取り入れ始めました。 被せ物に強力に接着して隙間ができなければ、 歯

は長期経過しても虫歯にならない、 と考えたのです。
　当時歯の治療に使われ始めていた、 レジン ( プラスティック ) は、 刺激が強く、 神経に炎
症を起こすため、 神経の生きている歯には使わないように言われていました。 しかしながら、
様子を見つつ慎重に治療に使用していくうちに、 このスーパーボンドという接着剤は、 歯髄
に優しい刺激の少ないセメントでは ? と考え、 学会誌にも報告しました。
　眞坂会長は、 学生時代 「君たちは入れ歯師にはならないように！」 と諭してくれた教師
の言葉が心から離れず、 「患者様の生きている歯を大事にして可能な限り健康に保ち、 生
涯に渡って入れ歯でなく自分の歯で噛めるように」 という思いで診療に携わってきました。 そ

50周年を迎え、 患者様と共にあゆむ
眞坂歯科医院

　2010年より、 院長を継承して岡田常司院長のもとで歩んでまいりました眞坂歯科医院ではありますが、
改めて今までの眞坂歯科医院のあゆみを振りかえり、 未来へ繋ぐ展望を拡げたいと思います。

眞坂歯科医院
歯科医師 ・ 眞坂こづえ

▲ 1970 年、大曽根町のスー
パー２階で開業

▼眞坂会長が愛したスーパーボンドは、
いま全国の歯科で使用されている。

（注１）増原英一 : 接着歯冠修復法ー接着アンレーから接着クラウンまでの臨床ー歯界展望別冊 ・ 歯科臨床と接着 : 195-208、 1983
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▲開業当時の眞坂信夫会長

　自由が丘の駅前ビルに移転。
当時の診察室と駅前ビル

▼

■新型コロナウィルス感染症 当院の対策

■患者様の治療前後に、 十分な換気 ・ 消毒の感染対策をとっております。

■患者様お一人ごとに、 アルコールや次亜塩素酸水で患者様が触れるユニット周りを消毒しています。

■患者様に高熱や倦怠感などの症状のある場合は予約をキャンセルしていただき、 症状の回復や診断結果を医院に報告　 
　 して頂いております。

■ドクター ・ スタッフ共に、 マスクやゴーグルや頻繁な手洗い ・ 消毒などで、 飛沫感染 ・ 接触感染対策をしております。

■治療前に患者様にアルコールやポピドンヨード含有のコロナウィルスに有効なうがい薬でうがいしていただき、 治療中に起こ　          
　　り得る飛沫への対策をしております。

■現在まで、 日本国内の歯科医院での患者様とドクター ・ 医院スタッフ間での感染事例の報告はありません。
( 出典：東京保険医協会　院内感染防止対策委員会 資料より )
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　新型コロナウィルス流行の収束までは、 どれくらいかかるのか予測が難しいところです。 歯科治療は診療者と受診者との距
離が近く、 コロナウィルス流行初期より感染リスクを心配されておりましたが、 対策をしっかり取る限り、 医療者と受診者間で
の感染のリスクは減らせると考えております。

2019 年 9 月
International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry（ 海 外 雑 誌：
英語論文）に岡田常司院長の論文 「Two-step Procedure for the Treatment of 
a Maxillary Sinus with Complex Sinus Septa: A Highly Predictive Method 
for Sinus Floor Augmentation After Perforation of the Maxillary Sinus 
Membrane」 が掲載されました。

2019 年 5 月 12 日
日本補綴歯科学会で故眞坂信夫会長が、 パネルディスカッション 「接着ブリッジの古今東西～メタル
とジルコニア、 2 リテーナーとカンチレバー」 において、 接着ブリッジの長期症例について講演しました。

インプラント YEARBOOK 2019（2019 年 4 月発売）に、岡田常司院長執筆の 「ザ
イブインプラントシステムの臨床応用」 － SmartFix® Concept の応用－が掲載され
ました。

日本歯科評論　2020 年 8 月号に、 眞坂こづえ執筆の 「眞坂歯科医院における接着
ブリッジの 40 年とこれから」 が掲載されました。

2020 年 7 月
International Journal of Implant Dentistry（国内雑誌 : 英語論文）に岡田常司院
長と大庭容子先生等東京医科歯科大学インプラント科の先生方との共著論文 「Evaluation 
of maxillary sinus floor augmentation with the crestal approach and beta-
tricalcium phosphate: a cone-beam computed tomography 3- to 9-year 
follow-up」 が掲載されました。 岡田院長は Corresponding Author を務めました。

■眞坂歯科医院の学術研究分野の成果について

【論文発表】

【学会発表】

【書籍 ・寄稿】



　コロナウィルスには、通常の風邪の10～15%の原因を占めるとされる4種と、動物から移る重症肺炎ウィルスの2種(SARS, MERSウィ
ルス ) が知られています。 大きさは直径 100nm（ナノメートル）と言われ、 μm（マイクロメートル）単位の細菌と比較すると、 100 ～
1000 分の 1 の小ささです。細菌とは異なりウィルスは自身で増えることは出来ず、ヒト・動物を介して増殖します。コロナウィルスはエンベロー
プと言われる脂質二重膜をもつため、 このエンベロープを溶かす石鹸やアルコール、 次亜塩素ナトリウム ( 漂白剤 ) で、 比較的簡単に失
活します。

　新型コロナウィルスの感染経路には、接触感染、飛沫感染、空気感染があります。 接触感染の予防のために、誰が触っ
たかわからない手すりなどに触れた後は、顔 ( 目、鼻、口 ) を触わる前に必ず手を洗うか消毒をしましょう。 また、飛沫感染の予防のために、
車内でマスクをせずにおしゃべりしている人には近寄らない、 咳をする時は 「肘の内側」 で口を覆う、 人と話をする時はマスクをする、 など
のエチケットが有効です。
　空気感染対策には、 3 つの密（換気の悪い密閉空間、 多数が集まる密集場所、 間近で会話や発声する密接場面）を避けるように
心がけましょう。

　物の表面についたウィルスの生存期間は右図のようです。 これ
はウィルスの生存に有利な条件で実験室で観察した結果であり感染力がそれだけ
の時間ずっと続くわけではありません。 最大それだけの期間注意していれば安心だ、
という目安にして下さい。

　新型コロナウィルスは、 発症する 2、 3 日前からヒトの細胞内
で増殖を始め、 ウィルス量は発症の 0.7 日前でピークに達すると言われています。
体調がちょっとおかしい？と思った時点から、 他人への接触には注意を払いましょう。
周囲に感染者がいる時は、 その方が発症２日前までに、 1 メートル以内でマスク
などの防御なしに 15 分以上接触していたら、 濃厚接触者として感染を疑い、 14 日間の健康観察、 検査、 不要不急の外出を控える
ことが勧められます。 感染者と同居している方、 感染者の体液に触れた可能性がある方も同様です。

　新型コロナウィルスの潜伏期間は 1 ～ 14 日間、 多くは感染か
ら 5 ～ 6 日で発症すると言われています。 感染した方のうち、 30 ～ 50% は無
症状であると言われています。 発症した方の 80% は１週間ほどで治癒し、 20%
の方が１週間目以降に咳 ・ 呼吸困難などの肺炎症状が憎悪して入院、 5% の
方が集中治療室に入るような重症化に至り、 2 ～ 3% が致命的に至ります。 重
症化するのは主にご高齢で有病者の方と言われておりますので、 心当たりの方は十
分な注意が必要でしょう。

　新型コロナウィルスに罹患した場合、 重症化しやすいのはご高
齢で持病のある方である、 と報告されています。 呼吸器疾患、 心血管疾患、 糖尿病、 高血圧、 悪性腫瘍 ( 免疫抑制剤や抗ガン薬
使用中 ) などの持病をお持ちの方は、 感染予防に気を配ると同時に、 家にこもって運動不足からの体力低下による免疫力低下の予防
に努めましょう。

　

COVID-19
新型コロナウィルス感染症 新型コロナウィルスについて

厚生労働省　新型コロナウイルス感染症診療の手引 ・ 第２版より転載
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（出典：東京保険医協会　院内感染防止対策委員会資料より）
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（G Kampf, et al., “Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with 
biocidal agents.” J Hosp Infect. 2020 Mar; 104(3): 246-251. のデータより図を作成）

■新型コロナウィルスは変異することもあり、 新しい知見も継続して発表されています。 最新の情報に常に気を配り、 健康管理にお役
立てください。

新型コロナウィルス感染予防のために ( 厚生労働省 )
 https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1

厚生労働省 新型コロナウィルス感染症の最新情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

感染経路

濃厚接触者

接触感染

潜伏期間

重症化しやすい有病者

の思いは、 ① 可能な限り歯を削らない　② 可能な限り歯の神経を残す　③ 可能な限り歯を抜かない、 という眞坂歯科医院
の診療理念、 「一歯一生 ・ 一生一歯」 の形で実践されています。

　　スーパーボンドの生体安全性の検証
　1990 年代に入り、 東京歯科大学病理学教室の下野教授 ( 当時 ) にお願いして、 歯髄を直接スーパーボンドで覆った歯を
顕微鏡で調べてもらいました。 その結果、スーパーポンドが神経に優しい生体親和性の高い材料であることが科学的に証明され、
深い虫歯の歯髄の保存、 パーフォレーション ( 歯の内側にあいた穴 ) の治療、 そして破折した歯の保存、 と昔は抜かなくてはな
らなかった歯の治療法が発展していきました。

　　保険診療へのチャレンジ
　眞坂会長は、 「『生涯自分の歯で噛める』 口腔内の健康のための質の高い治療」
の提供を目標にしていたために、 自費診療中心の診療形態を志向していました。 しか
しながら開業して 10 数年経ち、 「自分は保険診療で受診者に良質の治療を提供す
る努力を、 充分に真剣に取り組んできただろうか ?」 と、 自分に問いかけるようになりま
した。 そして、 その心の問いかけに答えを出すために、 1979 年 4 月、 神奈川県川
崎市京町商店街に、 保険診療中心の分院を開設しました。 設備投資を極力抑える
ために、 個人輸入でユニットや機材を購入し、 ユニット 7 台 57 坪 (190 ㎡ ) で始め
ました。 大学で教える基本的な治療レベル、 眞坂会長の表現では 60 点の及第点で
良いから、 保険診療で経営を成り立たせるチャレンジでした。 しかしながら、 「それ以上のことができるのに、 質を落とす」 ことが
なかなかできず、 京町分院は赤字経営で毎月の赤字を自由が丘の本院から補填することが常態となり、 京町分院は 12 年後
に閉院。 「やはり高質の治療を受診者に提供するためには、 自費治療を併用する必要がある」 という、 今日の眞坂歯科医院
の方針の基礎となりました。

　　口腔内インプラントの導入
　眞坂歯科医院で口腔内インプラントを導入したのは、1990 年。世の中に口腔内インプラントが周知され始めて間もなくでした。
生涯自分の歯で噛める、 入れ歯にしないことを目標にしていた眞坂会長にとって、 口腔内インプラントは義歯にしないだけではな
く、 バネを使わずに 「残った歯も長持ちさせる」 という意味で、 治療の選択肢として欠かせないものとなりました。 2003 年以降
は東京医科歯科大学インプラント科に在籍していた現岡田常司院長が眞坂歯科医院に勤務し、2011 年よりオペ室も装備し、
骨移植 ・ サイナスリフトなどの高度な口腔内インプラント治療を可能にしています。

　　新しい医院の開設、 院内 LAN ・ ビジュアルシステムの導入
　初代の自由が丘診療室はユニット 2 台のこじんまりとしたものでありましたが、 受
診者の方に生涯自分の歯で噛める喜びを提供する、 という眞坂会長の理想を
実現するために、 1990 年にユニット数を 7 台に増やした新しい診療室を、 通り
を一つ隔てた現在の地に開設しました。 歯科医師一人の対応では、 知識、 技
術、 体力に限界を感じた眞坂会長は、 衛生士や矯正医、 インプラント医、 チー

▲保険診療のみで良質な治療を提供することを目指
し、 川崎市に京町分院を開設（1979）
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　1990 年、 現在地に移転。 診療ユニットを７台に増設。 口腔内の健康
維持も視野に入れ、 スタッフも増員。

▲



ムで総合的に口腔内の健康を提案していこうと考えました。 また受診
者の求める歯科治療の質が高くなり、 受診者の満足 ・ 理解を得るた
めに画像を使った説明を提供しようと、 一台一台のユニットの前にモニ
ターを置いて、 口腔内カメラで写した画像やレンドゲン画像を表示して
受診者に説明するためのビジュアルシステムを導入して院内 LAN を構
築しました。 インターネットが普及し始めたばかりの 1990 年での院内
LAN とビジュアルシステムの導入は、 当時は世界でも先進的な発想
でした。

　　歯根破折を起こしにくい、 i-TFC システムの開発
　そして、 眞坂会長が開業して 20 年近くなり、 自分が精魂込めて治
療した患者様の歯が割れてくることに遭遇すると、 歯の破折を起こしにく
い材料の開発を求めて、 開業医 ・ 大学研究者 ・ 企業開発部の人々
と協力して 1997 年に支台築造研究会を起こし、 レジン樹脂とレジン
が浸透して一体化する編み込みグラスファイバー製ポストによる、 i-TFC
ポストの開発を実現させました。

　　生涯に渡ってよく噛めるための、 前期高齢者歯科医療システムの考案
　2000 年代に入って開業から 30 年余、 眞坂会長も 60 代になり開業当初から通ってい
ただいていた患者様の年齢も高くなり終末期を迎える方も出てくるようになりました。 歯科医
療は、 生涯に渡る患者様の口腔内の健康のサポートであり、 人生の後半になるほどに歯の
健康が人生の価値に占める割合が高くなることに気づかされました。
　そこで眞坂会長は、 人生の終末まで安定したお口の健康を保てるように、 「前期高齢者
歯科医療システム」 を提案しました。 前期高齢者 (65 ～ 74 歳 ) の方々が、 病気のない

元気な時期に、 炎症を起こしやすい歯をきちんと治療した上で清掃しやすい形に整えて、 その後 20 ～ 30 年を健やかに生きる
ための準備です。 時間的にも経済的にも比較的余裕のある時期にしっかり口の中の手入れをしておいて、 残された人生を十分
に楽しみ、 介護になったとしても家族に迷惑をかけずに自分のプライドを保ちたい。 そんな患者様のハイクオリティな人生をサポー
トしたいという眞坂会長の情熱からの提案です。 当院はこのコンセプトの元、 治療のご提案をさせて頂いております。
　歯科の治療は、「自然治癒」 ではなく、人工物による 「修復」 が主となるため、どうしても材料の耐用年数という限界があります。
歯科の修復物の維持は平均で約 5 年から 10 年余り、 平均で 6.9 年という統計がありますが（注 2) 、 30 数年に渡る当院
の接着セメントによる治療の経験からは、 30 年以上いらして下さっている患者様の 265 歯の累積生存率は 10 年で 92％、
20 年で 73％であり ( 現在論文投稿準備中 )、 前期高齢者のうちに丁寧な治療を行って、 生涯健やかなお口で過ごせること
を目標にしています。

　　歯根破折歯の接着保存治療
　眞坂会長が破折した歯の保存を初めて試みたのは、 1982 年のことでした。 患者様ご自身
の歯をなるべく保存する、 という思いのもと、 割れた所を清掃して直接スーパーボンドを流し込
む直接法、 外科的フラップ処置を組み合わせたり、 一度抜いて外で接着してから抜歯窩洞に
戻す再植法など、 次第に術式も増え、 診断基準も確立されました。 また歯根破折を起こし
にくい支台築造システム、 i-TFC システムが出来上がった 2007 年以降は、 歯根破折治療
の支台は基本的にこのシステムを使用しています。

▲歯根破折を起こしやすい金属製のポストに代わる 「i-TFC システム」。
眞坂会長を中心とした研究会によって開発、 製品化された。

▲一本の歯をとことん大切にするという思いか
ら、割れた歯でも生かす 「破折歯保存治療」
に力を注いだ。

（注２） 森田学ほか : 歯科修復物の使用年数に関する疫学調査　 口腔衛生学会誌 45: 788-793、 1995
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▲当時では最新技術の院内 LAN を導入し、 各診療ユニットで診療データ
を共有。
患者様には、 オーディオ ・ ビジュアルシステムを備え、 リラックスできる環境を
用意した。

　　メインテナンスシステムの確立
　歯科医サイドで丁寧な治療で最善を尽くしても、 ご自身で歯の手入れを丁寧に努
力しても、 どうしても日常の清掃が行き届かずに虫歯ができてしまうケースをずっと診て
きた眞坂会長は、 プロフェッショナルによる定期的メインテナンスの重要性を感じました。
そして 1990 年に現在地に新院を開設した際、 ７台あるユニットのうちの 2 台は、 常
時衛生士が定期的なメインテナンスを行う体制をつくりました。
　2003 年に岡田常司現院長が当院で勤務を開始して 2011 年にインプラントオペ
室を開設すると、 ユニット数が７台から６台 (Dr. ４台　DH 2 台 ) に減ったため、
別の場所にメインテナンス専門の場所を作る構想を持ち 2016 年にメインテナンス専
門のフロアを増設し (2016 年 )、 現在に至ります。

　　新しい設備の導入
　眞坂歯科医院では、 「一歯 ・ 一生、 一生 ・ 一歯」 の理念のもと、 受診者の方がご自身の歯を大切にして、 生涯入れ歯
を使わずに食べられることを目標に、厳選した材料・設備を導入してきました。 1980 年代初頭から導入している接着性セメント、
1990 年代初めには歯科インプラント、 そしてより安全に受診者の方にインプラント治療を提供するため、 そしてより精密な根管
治療を行うために、 2000 年代には歯科用 CT ・ 歯科用顕微鏡の導入を行い、 その後も歯科用レーザー、 光学印象装置と、
受診者の皆様により良い治療を提供するための努力を続けております。

▲プロによる口腔内健康維持を目的に、 メインテナン
ス専門フロアを増設。

▲歯科用顕微鏡 ▲光学印象装置 ▲光学レーザー装置 ▲インプラント手術室

　昨年になりますが、 令和元年 9 月 8 日に眞坂信夫会長が逝去し、 12 日、 13 日に横浜市
港北区妙蓮寺斎場にて葬儀が行われました。 眞坂先生の愛した山中湖から臨む富士山の風景
を象った祭壇で見送りました。
　現在は北鎌倉の円覚寺続燈
庵に眠っております。

（5）

未来へ向かう眞坂歯科医院
　眞坂信夫会長は残念ながら昨年令和元年 9 月 8 日に逝去いたしましたが、 眞坂歯科医院開設から 49 年に渡った眞坂会
長の真心と技術を引き継ぎ、 これからも眞坂歯科医院は受診者の方々の生涯にわたるお口の幸せのためにお手伝いさせて頂い
ていきます。 これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

医療法人社団歯生会　眞坂歯科医院会長
故　眞坂信夫


