
バクテリアセラピーバクテリアセラピーバクテリアセラピーバクテリアセラピー(((( 乳酸菌乳酸菌乳酸菌乳酸菌 L.L.L.L.ロイテリ菌についてロイテリ菌についてロイテリ菌についてロイテリ菌について))))
バクテリアセラピーとはノーベル⽣理学・医学賞審査本部が

産学協同開発した、⼝内菌を管理する新しい⽅法です。

乳酸菌乳酸菌乳酸菌乳酸菌 L.L.L.L.ロイテリ菌の働きロイテリ菌の働きロイテリ菌の働きロイテリ菌の働き
１．１．１．１． ヒト由来の定着性の良さと全⾝疾患に応⽤できる多機能性ヒト由来の定着性の良さと全⾝疾患に応⽤できる多機能性ヒト由来の定着性の良さと全⾝疾患に応⽤できる多機能性ヒト由来の定着性の良さと全⾝疾患に応⽤できる多機能性

⻭⾁炎や⻭周病などのお⼝の様々なトラブルを予防する⼒に優れています。

２．２．２．２． 天然抗⽣物質をつくる優れた⼒天然抗⽣物質をつくる優れた⼒天然抗⽣物質をつくる優れた⼒天然抗⽣物質をつくる優れた⼒

３．３．３．３． 免疫システム全体に働きかける⼒免疫システム全体に働きかける⼒免疫システム全体に働きかける⼒免疫システム全体に働きかける⼒

腸内で悪⽟菌の増⼤を防ぎ、善⽟菌のバランスを維持します。

これによって、腸内環境だけでなく免疫⼒も⾼まります。

４．４．４．４． 反作⽤・副作⽤が⼀切ない安全性反作⽤・副作⽤が⼀切ない安全性反作⽤・副作⽤が⼀切ない安全性反作⽤・副作⽤が⼀切ない安全性

５．５．５．５． 国際的な臨床利⽤実績と科学的根拠の確かさ国際的な臨床利⽤実績と科学的根拠の確かさ国際的な臨床利⽤実績と科学的根拠の確かさ国際的な臨床利⽤実績と科学的根拠の確かさ

おいかわ⻭科医院
院内新聞15号（増⼤号）

早いもので桜の⾒ごろも終わり⼤地震から1年が経過しましたが、皆様の⽣活は落ち着きま
したでしょうか？今年も患者さんの皆様と絆と信頼関係を築けるようスタッフ⼀同頑張りま
すのでよろしくお願い申し上げます。

ドックズベストセメント（痛くない削らない治療）についてドックズベストセメント（痛くない削らない治療）についてドックズベストセメント（痛くない削らない治療）についてドックズベストセメント（痛くない削らない治療）について

3 ⽉ 18 ⽇に院⻑とドックズベストセメントの講習会に参加してきました。このセメントは、抗⽣物

質などとは違い、⼈間の⾎液中に含まれる銅イオンを主成分とした様々なミネラルから作られた安全

で⼈体に優しいセメントです。

さらに⾍⻭菌を殺菌する成分を半永久的に出し続けます。

様々なミネラルが⾍⻭菌の酸によって軟らかくなった⻭を硬くしてくれます。

つまり、⾍⻭が治るだけでなく、再発を予防してくれる優れたセメントなのです。

主に⾍⻭の治療や⼦供のシーラントとして使⽤します。

保険適⽤外ですがとても体に優しいセメントなのでおすすめです。（三⽊） 詳しくは応相談

虫歯・歯周病の予防

がこれを 1 日 1 粒なめ

るだけ！！

1 箱３０錠 3,150 円
(ミント味とストロベリー味の 2種類あります。
ストロベリー味は⼦供にぴったり！！)
また、1箱 10 錠 1,050 円もありますので
是⾮お試し下さい！！
何か気になる点がありましたらスタッフまで



⻭並びのよい⼦に育てるために⻭並びのよい⼦に育てるために⻭並びのよい⼦に育てるために⻭並びのよい⼦に育てるために パートパートパートパート((((２２２２))))

⻭並びが悪いとどうして困るの？⻭並びが悪いとどうして困るの？⻭並びが悪いとどうして困るの？⻭並びが悪いとどうして困るの？
あごの形をゆがめるくせあごの形をゆがめるくせあごの形をゆがめるくせあごの形をゆがめるくせ

指で上あごを前に押す
指しゃぶりでもっとも問題が⼤き
い「親指吸引」の場合、上あごと
上の前⻭が前に押し続けられます。
その結果、あごや⻭が前⽅に突き
出る上顎前突になるのです。

上くちびるがめくれあがる
指しゃぶりする⼦は、⿐づまりが
なくてもいつも⼝をぽかんと開け
る傾向があります。その結果⼝呼
吸が習慣化してしまい、上くちび
るがしまりなくめくれ上がってし
まうのです。

上下の前⻭にすき間ができる
しゃぶっている指の影響で、上の
前⻭が前に押し出され、下の前⻭
が内側に引っ込みます。そのため、
⻭と⻭の間に指の厚さぶんのすき
まができ、開咬になってしまいま
す。

あごがせまくなる
指を吸引しているとあごの側⾯が
常に圧迫されるため、あごの横⽅
向への発達が阻害されます。その
ためきれいな⾺蹄形にならず V 時
型のあごになってしまいます。



スタッフ便り

結婚しました！！結婚しました！！結婚しました！！結婚しました！！
去年、12 ⽉ 24 ⽇に結婚しました。院⻑先⽣の
おもしろい祝辞、スタッフみんなの楽しい余興に
は爆笑してしまいました。うひ♪忘れられない思
い出になりました。法師⼈から⼩川になりました。
まだ仕事は続けるつもりなので宜しくお願いしま
ーす。
⼩川（旧姓 法師⼈）

⾷事会⾷事会⾷事会⾷事会
4 ⽉ 5 ⽇にスタッフ皆で⾷事会を開きました。
鶴⽥にあるビビンバ専⾨店「みや御苑」というお
店です。ランチは約10種類の中から好きなビビン
バを選べ、他にサラダ、スープ、ドリンク、デザ
ートが付きます。さらにチーズ、明太⼦などのト
ッピングもでき⾃分流のビビンバが⾷べられます。
デザートの⼿作り杏仁⾖腐は
なめらかな⾆ざわりで⽢さも
控えめでとても美味しかった
です。美味しい⾷事でスタッ
フ同⼠より⼀層親睦が深ま
ったと思います。（仲⽥）

カウンセリングの重要性についてカウンセリングの重要性についてカウンセリングの重要性についてカウンセリングの重要性について
1⽉ 22⽇に東京で⾏われた講習会に院⻑と衛⽣
⼠の⼩池と参加してきました。初めての患者様が
来院された時に⾏うカウンセリングの⼤切さや、
⻭周病に対しての継続的なブラッシング法の伝え
⽅などを学びました。
これらを⽣かして患者様により多くの情報を伝
えていきたいと思います。（⽥中）

アマガイデンタルショーアマガイデンタルショーアマガイデンタルショーアマガイデンタルショー
4⽉ 15⽇に宇都宮のマロニエで開催された講習
会にスタッフ 4⼈で⾏ってきました。
今回は、相⼿が求めている情報を視覚や聴覚な
ど⼈の持っている五感を利⽤して患者さんに伝え
ることが⼤切だという事を学びました。
無意識に⾏っている⻭磨きをこれからは意識し
て磨いてもらえるようにしたいです。（助川）

★★★★ 誕誕誕誕 ⽣⽣⽣⽣ ⽇⽇⽇⽇ ★★★★
★★★★相⾺先⽣★★★★（3⽉ 18 ⽇）
今年の誕⽣⽇は⻭科医療学会に参加していて忙
しい誕⽣⽇となってしまいました。来年はもっと
有意義な誕⽣⽇にしたいです。
★⼩池さん★(1⽉ 21⽇)
今年で25歳になりました。スタッフ、先⽣から誕
⽣⽇プレゼントを頂き、とてもうれしかったです。
アラサーを迎えましたが、いくつになってもプレ
ゼントは嬉しいものですね。
★⼩川さん★(4⽉ 3⽇)
及川先⽣やスタッフのみんなから誕⽣⽇プレゼン
トを頂きとても嬉しかったです。⼤切にしたいと
思います。

新婚旅⾏新婚旅⾏新婚旅⾏新婚旅⾏
2⽉12⽇∼19⽇までお休みを頂いてイタリアに
新婚旅⾏に⾏ってきました。
⽇本の冬より寒い国でしたが、ちょうどカーニ
バルをやっている時期で街がとてもにぎわってい
ていました。フィレンツェで2⼈だけで挙式も挙げ
ることもでき、思い出に残るとても良い旅⾏にな
りました。
またいつか⾏きたいです。
⼩島(旧姓 ⻄村)

患者さんと信頼関係を築く上質コミュニケーション患者さんと信頼関係を築く上質コミュニケーション患者さんと信頼関係を築く上質コミュニケーション患者さんと信頼関係を築く上質コミュニケーション
2 ⽉ 11⽇に福島県の奥⽻⼤学で⾏われた講習会に
参加してきました。講師の吉野真由美先⽣はたくさ
んの著書を出されていて営業のプロの⽅で、カウン
セリングの仕⽅やコミュニケーション術を学びまし
た。
普段の診療でもカウンセリングは重要なことだと
思うし、患者さんと信頼関係を築けるよう学んだこ
とを実践していきたいです。（⽮⼝）
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法師⼈さんおめでとうございます法師⼈さんおめでとうございます法師⼈さんおめでとうございます法師⼈さんおめでとうございます(*^3^*)(*^3^*)(*^3^*)(*^3^*)♪♪♪♪
スタッフ勢ぞろい！！スタッフ勢ぞろい！！スタッフ勢ぞろい！！スタッフ勢ぞろい！！
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院⻑参加の講習会・学会院⻑参加の講習会・学会院⻑参加の講習会・学会院⻑参加の講習会・学会(H24(H24(H24(H24年１⽉∼年１⽉∼年１⽉∼年１⽉∼H24H24H24H24年年年年4444⽉⽉⽉⽉))))
1⽉ 22⽇ 予防⻭科医院経営セミナー
1⽉ 29⽇ 床矯正症例会（⼩児⻭科 岡⼭⼤学教授 岡崎先⽣講演会）
2⽉ 11⽇ 吉野真由美接遇セミナー「患者さんと信頼関係を築く上質コミュニケーション」
2⽉ 15⽇・3⽉14⽇・4⽉15⽇ 勉強会（モジュール矯正）
2⽉ 17⽇ 宇都宮⻭科医師会学術講演会
2⽉ 19⽇ ⻭科経営セミナー
2⽉ 26⽇ ペリオウェーブ臨床研究会
3⽉ 10⽇ 寺⼦屋塾（⻭周病認定医にむけて）
3⽉ 18⽇ みちのくドックスセメント講習会
3⽉ 25⽇ WOWホワイトニングシステム講習会
3⽉ 29⽇ 保険の講習会
4⽉ 8⽇ 奥⽻⼤学術講演会

（現在の⻭周病インプラント治療の到達点）
4⽉ 15⽇ 最新レーザーの複合的使⽤診療
4⽉ 22⽇ ⼀般臨床医矯正研究会

♪♪♪♪新しく⼥の先⽣が加わりました新しく⼥の先⽣が加わりました新しく⼥の先⽣が加わりました新しく⼥の先⽣が加わりました♪♪♪♪

名 前 ：
なかの

中野
ゆう

結 出 ⾝ 地 ： 福井県
趣 味 ： お料理、お菓⼦、パン作り、美味しいものを探す
健 康 法 ： 娘とお散歩。1⽇中トレーニングシューズを履く。家の中でも履いてます。
⾃⼰紹介 ： 只今⼦育て奮闘中の１児の⺟です。娘のお散歩で清原地区によく出没します。⾒かけたら声か

けて下さいね。
⼦供のお⼝の中や⾷育について、妊娠中のお⺟さんの悩みなど気軽に相談して下 さい。

⽬ 標 ： みなさま１⼈１⼈に合った治療を⼼がけたいと思います。
⻭医者が苦⼿な⼦、デビューしてみようかなというお⼦さん⼀緒に頑張りましょう！！

WOWWOWWOWWOWホワイトニングについてホワイトニングについてホワイトニングについてホワイトニングについて
新しいホワイトニング！！1⽇たった90秒くちゅちゅでホワイトニング出来ちゃう！！
なんて夢のよう★ぜひ、おためしあれ！！
アメリカで⼤流⾏、⼊⼿困難の為次回はいつになるか？？（ お試し 先着5名様分 ）

ペリオウェーブ研究会にてペリオウェーブ研究会にてペリオウェーブ研究会にてペリオウェーブ研究会にて
Dr.NicolasDr.NicolasDr.NicolasDr.Nicolas VeronigueVeronigueVeronigueVeronigueらと院⻑らと院⻑らと院⻑らと院⻑

使用前

使用後



矯正⽇のお知らせ矯正⽇のお知らせ矯正⽇のお知らせ矯正⽇のお知らせ
6666⽉⽉⽉⽉3333⽇（⽇）⽇（⽇）⽇（⽇）⽇（⽇） 7777⽉⽉⽉⽉1111⽇（⽇）⽇（⽇）⽇（⽇）⽇（⽇） 8888⽉⽉⽉⽉5555⽇（⽇）⽇（⽇）⽇（⽇）⽇（⽇）
の予定です

診療時間
午前 9:00∼12:00（ 受付時間 11:30 まで ）
午後 2:00∼18:00
（ 受付時間 平⽇ 17:45 ⼟曜⽇ 17:30 ま
で ）
休診 ： ⽇曜、祝祭⽇、⽊曜⽇
〒321-3223
栃⽊県宇都宮市清原台 3−6−24
T E L ： 028−667-7555
H Pアドレス ： http://oikawa-shika.jp/
E メール ： info@oikawa-shika.jp
院⻑ 及川 真

あとがき
⾍⻭、⻭周病、⻭並び、咬めない、⼝臭、顎関節、⼊れ⻭、ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ、⼝内炎、お⼝の中
のことなら何でもOKです。ご家族、お友達をご紹介下さい！！
★受付で

どこどこ

○○○○の○○さんの紹介とお伝えください（粗品をプレゼント致します。）

院⻑所属学会院⻑所属学会院⻑所属学会院⻑所属学会
ICOIｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ学会 専⾨医 ⽇本顎咬合学会 認定医
ほんだ式⼝臭外来 認定医 臨床研修指導医
⽇本⻭周病学会 ⽇本⻭科東洋医学会
臨床矯正研究会 床矯正研究会
⻭列育形成研究会 会員 ﾄﾞﾗｲﾏｳｽ研究会 認定医

mailto:info@oikawa-shika.jp


 

 
 

 アメリカで大人気の痛くない歯周病治療であなたの大切な歯を抜かずに治します！！ 
1回 2,500円 ほとんどの場合１～３回で改善 2,500円～7,500円で1本の歯が残せる。こちら、高い安いはご自身で判断して下さい 
(半導体レーザー（ezlase）＋ペリオウェーブ＋パーフェクトぺリオ)最強トリオ 
先日、テレビ東京(ワールドビジネスサテライトで紹介されました)最先端歯周病治療のDVDを観たい方はスタッフまで 

 
 

 

 

 


