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いる新型コロナウイルスの発生で、死者数が

日本だけでなく世界に大きな影響を与えて

メインテナンスにお越し下さい。

徹底的に行っていますので、安心して治療や

患者様から患者様への交差感染が出ないよう

暗いニュースばかりになっていますが、明

願いしアポイントの変更を行ってきました。

緊急な症状がない患者様に関しては延期をお

も四月、五月は緊急事態宣言の発令もあり、

当院でも大きな影響を受けています。中で

練習している姿をよく見かけ、少しでも早く

に育っています。この時期は夜遅くまで自主

歯科衛生士が入社し、厳しい研修を受け順調

は二名の歯科助手と受付、四月からは四名の

科医院に新しい仲間が増えました。二月から

るいニュースも報告させて頂きます。入江歯

また新しい診療のスタイルに変えていく必

患者様の役に立ちたいという気持ちが伝わっ

てきます。皆前向きで、明

るく元気なスタッフです。
仕切り枠の設置、スタッフに関してはキャッ

見えない状況です。手洗い

まだまだコロナの終息も

期待してください。
プ、シールド、簡易エプロンの着用を行い、

わせて乗り切りましょう。

管理していき、皆の力を合

嗽などをしっかりして健康
感染リスクの高い職種と言われている歯科

をしています。

患者様にもご協力頂き検温や手指消毒の徹底

ションの増設や空気清浄機の増設。待合室の

具体的には各診療ユニットへの口腔外サク

大きな設備投資を行っています。

要や患者様とスタッフの健康を第一に考え、

す。

月二十五日時点）と恐ろしい数になっていま

世界において四十八．三万人（二〇二〇年六

比べて秀でています。コロナ対策はもちろん、

が、当院で行っている感染対策は他の医院と

いう報告はありません。手前味噌になります

徹底を行っているので、治療中に感染したと

治療ですが、かねてよりグローブやマスクの

９ ９ ９
００ ００ ３０
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一年間を振り返って
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のスタートになりました。
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歯 科 シリーズ

小

バクテリアセラピー
歯科医師

野

バクテリアセラピーという言
葉をご存知ですか？
これはヨーロッパで新しく誕生した予防医学のこ
とで、優れた善玉菌を摂取することにより体の中に
いる菌のバランスを変化させ、体質を変えていく細
菌療法のことです。
中でも歯科ではロイテリ菌という母乳・口腔由来
の乳酸菌が注目されており、虫歯や歯周病原因菌の
減少、口臭の軽減、ピロリ菌の減少や便通の改善、
アレルギー症状の改善などの効果が認められていま
す。
摂取の方法はとても簡単で、一日一〜二錠を舐め
るだけなのでアメが舐められる年齢であればお子様
でも摂取が可能です。
当院では、ミント、オレンジ、ストロベリーの三
種のフレーバーを取り扱っております。興味のある
方はお気軽にスタッフまでお尋ねください。
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歯 科 技 工 シリーズ

クロルアンカー

歯科技工士

井 端

昨年より院内併設の歯科技工所イ

リ・デンタルラボではクロルアンカ

ー（除菌剤）の使用を始めました。

目に見えないからこそ、徹底しなくてはならないのが
感染対策です。

クロルアンカーを使用したスタンダードプリコーショ

ン（標準予防措置策）の実践により院内衛生管理に役立
てています。

クロルアンカーは型どりの寸法変化を起こしませんの

で、三時間程度の浸漬でも寸法は安定しています。型ど

りした模型は被せ物や詰め物製作のベースとなる設計図

です。設計図の段階で誤差が生じてしまうと、後々の工

程に大きな影響を与えてしまいますが、クロルアンカー

であれば変形し辛く正確な被せ物・詰め物を作ることが
出来ます。

クロルアンカーを使用し、技工サイドの衛生管理も徹

底することで、患者様へよりよい補綴物の作成・提供に

取り組んでおります。
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歯 科 シリーズ 衛 生 士
「イエテボリ法」について
歯科衛生士

宮 部

虫歯・歯周病予防の為に大切になるのが
日々の歯磨きです。
今回は自宅で行える簡単な虫歯・歯周病予防方法の一つ「イ
エテボリ法」をご紹介いたします。
イエテボリ法は予防歯科の先進国であるスウェーデンで推奨
されています。これは歯を強くするフッ素の効果を最大限に活
かす歯磨き方法です。市販の歯磨き粉にもフッ素が含まれてい
るものがありますので是非試してみてください。
〈やり方〉
①何もつけず、いつも通り歯磨きを行った後、口をゆすぐ。
②歯ブラシに二ｃｍ程フッ素配合の歯磨き粉をつけ二分間磨く。
③歯磨き粉は吐き出さず、ペットボトルのキャップ一杯分位の
お水を口に含み三〇秒ブクブクうがいをする。
④フッ素の成分を口の中に残すためにも歯磨き後、二時間飲食
をしない。
自宅での毎日の口腔ケアはもちろん、定期的に歯科医院に通
ってお口の中の環境をよくしていきましょう。

事 務 方 受 付 シリーズ

マナーのこと

事務長 須

長

患者様に気持ち良く当院に通って

頂く為に、入江歯科の受付ではマナ

ー勉強会を毎月実施しています。実践形式でスタッフ役、

患者様役に分かれ行います。双方の気持ちが理解出来る

ことにより課題も多く見つかり、その課題の改善方法を

話し合い、より良い対応を目指しています。

その中でも大切に意識しているのが、笑顔と言葉遣い

です。直接治療に関わらない私たちの応対で少しでも癒

されてもらえるよう取り組んでいます。まだまだ始めた

ばかりですが皆様に満足して頂けるよう頑張っていきま

すのでよろしくお願いいたします。

話は少し変わりますが、診療室内で相談しづらいこと

がありましたら私たち受付がお伺いしますので遠慮なく

おっしゃって下さい。

入

江

（ふくだ）

助手の福田です。
みなさんこんにちは！ 歯科
。
お休みをいただいています
昨年度より産休・育休の為
無事 元気 な男 の子 を出 産
おか
お げさ まで 今年 の１ 月に
です！
し した。元気いっぱい成長中
しま
助手として復帰する予定で
また環境が整い次第、歯科
適に 治療 を受 けら れる よう
す。 その 際に は、 皆様 が快
す
ぞよろしくお願いいたします。
努め
努 てまいりますのでどう

歯 科 シリーズ 出 版 物のご案 内
歯科衛生士
当院の歯科衛生士入江悦子編著 うです。
の「書き込み式 歯科衛生士のた
私たちは、患者様がしっかりと
めの感染管理のきほん」が二〇一 食べ物が噛め、良質な生活ができ、
九年十二月に株式会社デンタルダ 食の喜びのお手伝いができればと
イアモンド社から発売されました。 常に思っております。今後もスタ
近年、歯科治療や歯科材料の進 ッフ一同精進してまいりますので
歩は目を見張るものがあります。 どうぞよろしくお願いいたします。
それに伴い病院内で行われる歯科
なお、待合室においてあります
器材の消毒滅菌方法も多岐にわた のでご興味のある方はご覧になっ
ります。
てください。
その一方、我が国では高齢化が
進み、糖尿病や心疾患など感染リ
スクが高くなる疾患を有する患者
が増えている為、感染をいかに防
ぎ安全性を確保できるのかという
観点から、臨床行為を見つめ直す
ことがより一層重要な時期になっ
てきていると思われます。本著を
参考にされた歯科医院の方々にも
「院内感染に関わるシステムの見
直しや確認に役立っています」と
の声をたくさんいただいているよ

福 田

歯科助手（ＤＡ）

（４）
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歯科助手（ＤＡ）

新

井 （あらい）

この度、入江歯科医院で勤務することになりました歯
科助手の新井です。一人前になるにはまだ時間がかか
りますが先生や先輩方にフォローしてもらいながら頑張
っていきたいと思います。患者様に安心して治療を受け
ていただけるよう精一杯努めてまいりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

受付（ＳＣ）

増

保 （ますほ）

みなさん、こんにちは。2020年2月から入江歯科医院
の受付として働いております増保です。入社して3ヶ月、
やっと仕事にも慣れてきました。早く先輩方みたいにな
れるよう、頑張りますのでよろしくお願いします。

歯科衛生士（ＤＨ）

仲

（なか）

この度入江歯科医院で勤務することになりました歯
科衛生士の仲と申します。
患者様に、 より良い環境を提供することを一番に考
えている先輩スタッフ方に感銘を受け、 私もその様に
振る舞えるよう日々努力をしております。 至らぬ点があ
るかと思いますが一生懸命業務に励んでいきたいと思
いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

歯科衛生士（ＤＨ）

三

谷 （みたに）

初めまして、４月から入江歯科医院で勤務することに
なりました歯科衛生士の三谷です。
学生時代の臨床実習よりお世話になっている入江歯
科医院で働くことができ、とても嬉しく思っております。
私は常に患者様の立場になって、信頼していただける歯
科衛生士になりたいと思います。どうぞよろしくお願い
いたします。

歯科衛生士（ＤＨ）

高

橋 （たかはし）

この度、入江歯科医院に勤務することになりました歯
科衛生士の高橋です。
私は予防歯科の大切さを実感しており、クリーニング
を通して皆様のお口の健康を維持するお手伝いをさせ
て頂きたいと思っております。日々学ぶことを忘れず頑
張りますのでよろしくお願いいたします。

歯科衛生士（ＤＨ）

五十嵐

（いがらし）

初めまして。4月から入江歯科医院で勤務することに
なりました歯科衛生士の五十嵐です。
患者様一人一人と向き合い、安心してお越しいただけ
るよう努めてまいります。
至らぬ点もあるかと思いますが、精一杯頑張りますの
でどうぞよろしくお願いいたします。
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２０１９年度
●日本歯科大学臨床研修説明会(佐々木・中山)
●ＳＰＴ勉強会(全員)
●インプラント無料説明会ｉｎ埼玉ラフレ

（６）

当時の出来事
４月
新元号が 「令和」 に決定
ノートルダム大聖堂で大火災
世界初、 ブラックホールの観測に成功

５月
令和改元、 即位の礼
川崎市で通り魔事件
朝乃山初優勝、 三役未経験者の
優勝は５８年ぶり

●医歯薬歯科衛生士専門学校臨床研修合同会議(須永)
●ＳＩＡ

６月
Ｇ２０大阪サミット開催
米大統領、 初の北朝鮮訪問
八村塁、 日本人初のＮＢＡ
ドラフト１巡目指名 （９位）

●ＡＥＤ講習会(全員)
●日本歯科研修管理委員会(院長)
●ノーベルバイオケアデジタルソリューションセミナー(佐々木)
●エルバ歯周病セミナー(大西・宮部)
７月
●ＳＩＡ
「百舌鳥 ・ 古市古墳群」 （大阪府）、
世界文化遺産に登録決定
●子ども職場体験

京都アニメーション放火殺人事件発生
ジョンソン英首相が就任

●インプラント周囲炎勉強会(全員)
●ＳＩＡ
●子ども職場体験

８月
小泉進次郎と滝川クリステルが結婚
Ｇ７サミット フランスで開催
渋野日向子、 全英女子ゴルフ制覇

●日本口腔インプラント学会(院長・悦子・佐々木・慶野・中山・小野・清水・大西)
●ドライマウス認定セミナー(慶野・中山・小野・清水・大西)
９月
ラグビーＷ杯日本大会 開幕
台風１５号 首都圏直撃
ヤフー、ＺＯＺＯ買収

●歯科用レーザー勉強会(全員)
●緊急時投薬についての勉強会(全員)
１０月
消費税１０％スタート
吉野彰氏、 ノーベル化学賞受賞
首里城火災

●ロイテリ菌勉強会(全員)
●新東京歯科衛生士臨床実習連絡会議(須永)
●さいたま市各種健康診断講習会

●子ども職場体験
●ＳＩＡ

１１月
安倍晋三首相、 通算在職日数
歴代最長に
即位パレード、 大嘗祭
ローマ教皇が３８年ぶりに来日

１２月
新国立競技場で竣工式
出生数、 初の９０万人割れ
ゴーン被告、 保釈中に国外逃亡
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１月
中国武漢で、 原因不明の肺炎発生
「チバニアン」 （地質年代） 正式決定
新型コロナウィルス肺炎を 「指定感染症」
に指定。 武漢へ法人帰国チャーター便を派遣

●ＳＩＡ

●日本口腔インプラント学会(院長・悦子・慶野・中山・小野・清水・大西・宮部)
●埼玉歯科医学大会(慶野・中山・小野・清水)
２月
●明海歯科大学臨床研修説明会(中山・須永)
イギリスがＥＵから離脱
大型クルーズ船で集団感染
全国の小中学校に臨時休校を要請

●口
●口腔内スキャナー勉強会(全員)
●1００時間コース
●1
●クオキャリア 中、大西
●ク

３月
新型コロナ感染拡大、 マスクの転売禁止へ
ＷＨＯがパンデミック宣言
五輪 ・ パラリンピック開催延期が決定

ＳＰＴとは？

エルバとは？

●歯周病の症状が安定した後に、それを維持
するために医療従事者による定期的な治
療のことをいいます。

ＳＩＡとは？
●ＮＰＯ法人 埼玉インプラ
ント研究会の略称です。

●「日本中に『スウェーデンスタイルの歯科医療』
を広めたい」という理念のもと、各種事業を行っ
ている会社です。

ロイテリ菌とは？
●ヒト由来の自然な乳酸菌で、体内の善玉菌
と悪玉菌のバランスを整えることができま
す。※詳しくは２ページをご参照ください。

子ども職場体験とは？
●実際の機材や模型を使って、子ども
たちに歯医者さんを体験してもらう
当院主催のイベントです。
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グランデュオ
北街区
西口

与野駅
東口

入江歯科医院

啓徳
ストロベリー
フィールズ

県道鴻巣桶川さいたま線（旧中山道）

創作中華料理屋 『 啓 徳 』
与野駅西口を降りて線路沿いに交番方面へ徒歩２分。
無添加の素材を用い、化学調味料を一切使わない安心安全の創作中華料理屋『啓徳』。
店内はテーブル席で厨房がオープンキッチンのような造りになっていて雰囲気◎
大きめの具材を甘過ぎず酸っぱ過ぎずのたれで包み込んだ黒酢酢豚は絶品です。筆者
も毎回注文します。
平日には前菜３品がついて１,０００円前後と
かなりお得のランチ営業も行っています。
ぜひ一度足を運んでみてください。車いすでの
入店も可です。
■ 050-3313-4691
■〒330-0071 さいたま市浦和区上木崎1-10-15
入江ビル 1F
■月～金 11：30～13：45
月～土 17：30～22：30
■定休日 日曜日

ヘアーガーデン・ストロベリーフィールズ
お店前にはたくさんの手をかけた１年中きれいな植木・草花が出迎えてくれる当院１
階にある美容室さんをご紹介します。
店内も雑貨屋さん・カフェのような雰囲気を大切にされ、ヘアースタイルを変えるだ
けでなく、心もリラックスできるように工夫されているようです。
メニューにはカット・パーマ・カラー・縮毛矯正・トリートメントすべてに「リラク
ゼーションマッサージ♪」がもれなくついてくるそうです。
髪も心も癒され満足できる時間を過ごせること
間違いなしです。
ぜひ一度癒されに行かれてみませんか！
■ 048-814-0814
■〒330-0071 さいたま市浦和区上木崎1-10-15
入江ビル 1F
■平 日 9：30～18：00（カット最終受付 17：00）
土日祝 9：00～17：30（カット最終受付 16：30）
■定休日 毎週火・水曜日

最後までお付き合いいただきま
きま
してありがとうございました。
スに
世界的に新型コロナウイルスに
で
悩まされた2020年のスタートで
い
したが、入江歯科医院には新しい
仲間がたくさん増えました。
現在もなお変わらぬ状況ですが、

編

集

後

記

スタッフ一丸となって、感染から
患者様を守る感染予防対策の徹底
や設備を万全に整えております。
まだまだ終息の目処が立たない
今日ですが皆で協力しながらがん
ばっていきましょう。
中山 戸ケ崎

