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翔己会グループ歯科医院からのお知らせ
■

かい歯科
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歯医者さんの夏まつりで、お子さんが笑顔で楽しんでくださっている姿を見て、スタッフもほっ
こりさせて頂きました！大変暑いなか、
ご参加ありがとうございました。好評につき、9月中も小
学生以下の方を対象に「ひもくじ」ゲームを開催します！9月30日までやっていますので、ぜひ
この機会に検診にお越し下さいね！

■

夏祭りのご報告
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開催セミナーのご紹介
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歯科技工士のお仕事
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かい矯正歯科

インプラントセンターでも、8月中にご来院頂いたみなさまに扇子と果物ハンカチをお配りしていました！
まだまだ暑い毎日、お配りした扇子が皆様のお役に立っていたらいいなあ♡インプラントセンターでは、
皆様に少しでも役立つ情報をお伝えしたい！という思いから、矯正専門医である院長と共に「歯みがき母
親教室」
「ブラッシングセミナー」を開催しています♪ご興味がある方は気軽にお声掛け下さい！

かい歯科・インプラントセンター

アルバイトさん（歯科助手）大募集！
私たちと一緒に患者様を笑顔にしていきましょう！
かい歯科・インプラントセンターでは、一緒に働いて下さる仲間を募集してい
ます！ご家族、お知り合いで、お仕事を探していらっしゃる方、歯科の仕事に興
味がある方、笑顔のステキな明るい方がいらしたら、是非ご紹介下さい！

かい歯科

勤務時間：かい歯科 18:00〜21:30／インプラントセンター 17:30〜20:30
（他の時間帯についても、勤務希望があれば相談に応じます！）
時給：900円（研修期間3ヶ月 時給850円）
平日週3日以上勤務出来る方、優遇！未経験者OK！
ブランクのある方OK！大学生、
フリーター、主婦の方、大歓迎！

お問い合わせ：翔己会事務局 TEL.06-6434-3326
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南茨木プラザ歯科では、残暑お見舞いキャンペーンとして、
ご来院頂いた大人の方、先着200名様に緑茶をご用意してい
ます♪まだまだ残暑厳しいなかでのご来院に、スタッフから
気持ちばかりのプレゼント（＾＾）皆様、お体にお気をつけく
ださいね！新聞でもご紹介した通り、虫歯予防のための「カリ
エスセミナー」へのご参加もお待ちしていまーす！

■

N E W S

一緒に
がんばりましょう！
お気軽に
お問合せ下さい！

インプラントセンター

医療法人翔己会 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目5-7 武庫之荘フォーティナインビル502
TEL：0120-814-885 URL：www.shoukikai.jp
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しています。
是非ご覧下さい

翔己会からのお知らせ
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歯医者さんの夏まつりに
たくさんご参加いただきました！
かい歯科の夏祭りはわなげ！
！くじ引き！
！景品はディズニ
ーのハンカチでした☆みんな楽しく遊んでくれました♪
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9月開催セミナーのご紹介

参加無料

翔己会各院では、毎月さまざまなセミナーを開催しています。
■ カリエスセミナー（南茨木プラザ歯科）
「カリエス」
とは、
「 虫歯」の意味。カリエスセミナーでは、
虫歯のなりかたや生活習慣の見直し、虫歯の予防方法、
メンテナンスの重要性について 、歯科衛生士が分かり
やすくご説明します！セミナーにご参加いただいた皆様
には、衛生士がその方に合った歯ブラシやフロス、歯間
ブラシを選んでプレゼント。その日からすぐに使ってい
ただけるように、使用方法も一緒にご紹介いたします。

■ ブラッシングセミナー（かい歯科＆インプラントセンター）
輪投げ、
うまく入るかな？

きれいな歯で
にっこり笑顔♪

リテーナーが入っている12歳までのお子様を対象に実施します。正しいブラッ
シングを身につけ、健康でキレイな歯を作っていきましょう。

9月14日（土）12:00〜13:00

南茨木プラザ歯科の夏祭りは ヨーヨーつり！
！ひもくじ！
！
みんな、たくさん釣れたかな？

矯正装置がついている方を対象に磨きにくい場所
のブラッシング指導を行います。

9月28日（土）12:00〜13:00

矯正装置が外れた方を対象にキレイな歯を維持
するために、補助道具を使った指導など行います。

■ 歯ならび母親教室（インプラントセンター）

9月20日（金）11:30〜12:30
3歳〜6歳のお子様をお持ちの保護者の方を対象に実施します。
☆学校の検診でかみ合わせが悪いと言われた
☆いつから治療を始めればいいのか分からない
☆お子様の将来の歯ならびについて不安
こんなお悩みをお持ちのお母様に、歯ならびの専門医が知っておくべき情報や注意点を解説します。

お申込み：各院受付

お気軽にお申込み下さい！
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かい歯科 06-6434-3300
インプラントセンター 06-6432-5454
南茨木プラザ歯科 072-657-0077
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矯正治療って、
どんな流れで行うの？
■ 矯正治療の流れ
精密検査

矯正治療

保

翔己会新聞 Vol.3

③ 保定

矯正専門医が
ご説明します！

歯ならびを整えたいけど、
治療が大変そう …と躊躇される
方も多いのでは？ 矯正治療も歯科治療のひとつ！今回は、
矯正治療の流れとメカニズムをちょっとご説明します。

2013.09.01

そして、ようやくきれいな歯並びになって、矯正装置をはずして
おわり！ではないんです、残念ながら…矯正治療の次に「保定」
と呼ばれる後戻り防止装置をつける期間があり（翔己会では２
年間装置を昼夜使ってます）、その後に定期観察に入ります。
これが
「保定」
のときに使う保定装置です。
他にもいろいろな形のものがあります。

インプラントセンター院長
甲斐康司

歯はどうして動くの？
「歯は生体の反応を利用して、平均で大体1ヶ月に0.3ミリ程度動く」と聞いて
も？？？ですよね！ では、歯と歯の周りの基本構造をご説明しましょう！
線維

定

レントゲン検査

断

診

定期観察

診

初
口腔内写真

模

線維が
のびすぎ

線維が
縮みすぎ

型

① 初診カウンセリング
矯正治療は、
「 すぐに治療を始めなければタイヘンなことになってしまう！」ということはまず
ないので、いきなり矯正の金具をつけることはありません！じっくりと患者様のお話をお聞き
して、患者様が一番治したい所を最優先に考えながら進めていきます。最初のカウンセリン
グの時に、
しっかりご自分の希望を伝えて下さいね！

② 精密検査＆矯正治療開始
そのあと精密検査を行って、どのように歯を動かして整えていくのか診断してから、ようや
く治療開始！矯正装置の登場です。時間をかけて、歯を動かしながら矯正治療を行っていきま
す。
「 もう少し期間が短ければなあ」と思われる方も多いと思いますが、歯の移動は生体の反
応を利用しているので、平均で大体1ヶ月に0.3ミリ程度といわれています。でこぼこの量が
多ければ多いほど、時間がかかりますが、
しばらくの間、辛抱してくださいね。
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歯槽骨

歯槽骨

骨が作ら
れます

１．歯ぐきの中には歯槽骨（しそうこつ）という歯を支えるため
の骨があります。そして、歯槽骨と歯根の間にある線維状の組
織が歯根膜（しこんまく）です。歯根膜は歯にかかる衝撃を和
らげるクッションの働きをしています。

２．矯正装置をつけて、動かしたい方向へ弱い力がかかりはじ
めると、この力は歯を支える歯根膜に伝わり、歯根膜が伸び縮
みします。生体は元に戻ろうとする能力（恒常性（ホメオスタシ
ス）といいます）があるので・・・

骨がなく
なります

３．繊維が伸びた側には骨が作られ、繊維が縮んだ側は骨が無
くなり、歯根膜の繊維のバランスが平均化されるのです。これ
を繰り返すことで、歯は動くのです。
歯槽骨

ご説明した通り、矯正治療は人の生体反応を利用して、本来あるべきところに歯を動かして
いく治療です。しっかりとドクターと話をしながら進めていくことが肝心！信頼できる病院を
選んで、ご自分でどうしたいか納得してから治療を開始してくださいね。
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歯医者さんの縁の下の力持ち

歯科技工士のお仕事

P A R T 3

翔己会新聞７・8月号はご覧いただきましたか？

こちらも自費の部分入れ歯です。
金属を用いているた
め、
強度があり、
また見えるところには金属を使ってい
ないので、
審美性にも優れています。

部分入れ歯ひとつを取っても様々な種類があり、
患者さんのニーズに合わせた設計を提案するの
も技工士の仕事です。気になった方は院内のドク
ター、
スタッフにお尋ねください。

患者様満足のために
日々勉強しています！

先月号までは模型作りについて書いてきましたが、今回は「部分入
れ歯」を紹介したいと思います。

これは、
保険内の部分入れ歯です。

今回の記事は私が担当しました！

翔己会

院内技工士

新町

編集後記
今回で第3弾の翔己会新聞！
！楽しんで頂けましたか？♪9月
もさまざまなセミナーやイベントを各医院で行っています
（＝＾ з＾）♪「子供の歯ならびが気になるなあ」
「虫歯になり

これは自費の部分入れ歯です。
金属を使用しないため、
審美性の高い入れ歯です。

たくない！」などなど、歯のお悩みがおありの方は、ぜひお気軽に
ご参加くださいね☆9月とはいえ、
まだまだ暑い日が続きますの
で、みなさま熱中症には十分気をつけてお過ごし下さいね。
翔己会新聞プロジェクト インプラントセンター主任
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清水
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