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＜クリニックニュース＞

職業、職種によるものなど。極少数。

６ 月は荻原先生のお誕生日会があり
力を入れる職業に出るといわれています が、 ました。これからの１年、健康でたくさん
実際にはとくに関係がないと考えら れます 。 のラッキーが あります ようお祈りしてい
・内因性、咬合性によるもの
ます。

第１０号

あべ歯科クリニック通信

平成２２年７月１日

あんさんぶる

いつも患 者様と一緒に歩んで いきたいという思 いをこめました 。

６月７月
合併号

噛み合わ せの異常や顎の変位、不適合
の金属冠など。極少数。

１歳ということは
よちよち歩き始めました？

当ク リニックの 統計では咬合の変化によっ
てより強く 現れる傾向があり、歯ぎしりを し
やすいかみ合わせがあると考えられます。
・その他

こんにちは、院長の阿部です。

小児期にみられるもの

永久歯と乳歯の 入れ 替え時期におこ る
不快感など。子供の歯ぎしりは普通は問題
ありませんが、近頃は問題になる ほどの 場

＊クリニックからのお知らせ＊

合もあります。

●７月の休診日は、１（木）・７(水)・１５(木)・
２１(水）・２９（木）です。

日々の始まりには良質な睡眠を十分得る

●健口サポート 外来の 土・ 日曜日の 予約

こ とが大切で す。し かし 、睡眠障害に悩む

は大変に混み合っていますので、当日キャ

多くの人は良質な睡眠を十分に得る ことが

ンセルはご遠慮ください。

できません。歯ぎしりも睡眠障害の中の一

●月初め には 必ず 保険証を ご持参く だ さ

つです。興味深いことに他の睡眠障害の鼾

い。

（ いび き） 、睡眠時無呼吸症候群、寝言が
ある人は歯ぎしりをすることとレム睡眠と呼
ば れている浅い睡眠中の急速眼球運動時
に発生する共通点があります。

＊編集後記＊
こ こ のところ の毎日の湿気は 酷いで す
ね。気温もさるこ とながら 、湿度にやら れ

治療法とし ては「マウスピース」を 寝る時

てしまいそうで す。もうエアコンのドライ 運

に装着していただ くだけ です。こ ちらは 保

転なしでは いら れませ ん(笑)こ んなことで

険が適用になりますの で、高額の治療費も

夏を乗り切れる のか心配です。皆さんも健

かかりませ んので 、思い当たる 方は是非一

康管理、どうぞお気をつ けくだ さいね。

度ご相談ください。

T.I

ていただく ことがで きまし た。少しだけ
自信がついたものです。
そ れからたく さんの患者様にご来院
していただき、おかげさまで間もなく10

６ 月１日で 開業一年になりました。二年
目も同様に頑張っていきます の で、こ

00人目の患者様をお迎えすることにな
りそうです。このご時世で心から感謝し

れからもよろしくお願いします。

ています。
ここで気持も新たに、スタッフ一同と

思えば昨年の５月、ほぼ １ケ月という
短時間で開業に向けて奔走していた時

共にさらにパワーアップして、皆様に愛
される、質の いい歯科治療を 提供でき

の ことを昨日のことのように思い出しま
す。今まで生きてきた中で、これほど動

るように、さらに研鑽を積んで頑張りま
す。

き回り働いたことはないというぐ らいに
不休で準備しました。

今後ともあべ歯科クリニックをどうぞ
ご贔屓に(^̲^)/

何の 商売で もそ うだと思いますが 、
開業の日は緊張す るもので すね。果た

〒272-0033

して患者様は来院されるのだろうか？と
か・・・。おかげさまで内覧会をやったこ

市川市市川南1-10-1ザタワーズウエスト107

ともあり、初日より患者様を迎えること
ができ、有難いことと思っています。

平日

10:00〜13:00

土日祝日

9:00〜13:00

通常は親戚や友人などにサクラでは
ないですが患者として来院してもらうこ

TEL 047-702-8364
15:00〜20:00
14:30〜18:00

http://www.abe-shikaclinic.jp
あべ歯 科スタッフブログ やtwitterもリンクし

とを依頼したりすることが多いのですが、 ています。休診情報や本日の予 約状況も載せて
いますので是非フォローをお願いします。
当院はそういう手配なしで診察をさせ
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★開業１周年記念★
顧客満足度アンケート調査

平成２２年７月１日

第１０号

あべ歯科クリニック通信

いとのお声もありまし たので 、今後はます ま

していまし たが 手際よく６人分のランチを

す ご理解いただけます ように努力していく所

作ってくれました。

存です。
６月の１ケ月間、患者様にアンケート をお

平成２２年７月１日

和食が恋しくなった時に是非行ってみて

＜スタッフの対応＞

ください。夜も居酒屋風に営業しています。

願いしていまし た。今後の クリニ ック の医療

047-324-3238

サービス向上の ため に参考にさせていただ

市川市市川1-10-10

きます。アンケートの 結果は次の ようになり

お店です。

ました。

何故気 に
なっていたか

＜来院の動機＞

というと、限
定３名と書い
こちら はアンケート の質問の中でも一番

てあるランチメ ニューがあったからです 。

気になっていた部分です。で も結果はたく さ

でも私達の昼休みは１ ３時から ですので 、

最近の ストレ ス社会において「歯ぎしり・
くいしばり」をする方が増えています。当ク

んの方からよいと言っていただ き、さらに親

到底３名の 限定ランチは縁がないかな〜と

リニックでも積極的に治療を しております

切丁寧な対応を 心掛け ようと一同、気持ち

諦めていました。

が、その 原因などについてはご存知ない

を引き締めました。

方も多いと思います。
そこで豆知識として、今月はそのメカニ

＜院内誌について＞

ズムを少し書きます。現在の 日本では７０

＜当クリニックの診療方針について＞

％ぐ らいの人が該当す るといわ れていま
す。
歯軋りくいしばりの根本的な原因にはま
だ不明な点が多く存在し ていますが 、現
ところが！その 日はあと１ 名分だけ残っ
ていました！そ こで誰が食べ るかというこ

在原因とされている のは 以下の ようなも
のがあります。

とですが 、そこは年齢がいっている人・ ・・
つまり私が注文したのでした（笑)

・癖、心因性、ストレス性によるもの

当ク リニック の診療方針につきましては、

この日は煮魚とひれかつでした。特に煮

圧倒的大多数が この タイ プ。ゆううつ

非常によい、またはよいとお答えいただいた

魚の 味は絶品！たぶん継ぎ足し で使って

や不安など、潜在的心理的なものがあり、

患者様が94％と多数を占め ています 。ほぼ

いる であろう煮汁がいい味で、とても家庭

歯ぎしり、食いしばりを することによってス

ご理解いただけているようで スタッフ一同安

では出せない味でした。大将が1人で調理

トレスを発散させていると考えられます

心しました。ただ少数ではありますが、よくな
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★知ちゃんの読書のすすめ★
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またスタッフブログでは、日々の出来事

力があり、腸の 働きも良く なって便秘を 解

今月のオススメ本は、『食堂かたつむり』

消する効果が！私も試してみたら、体がポ

です 。映画化もされ 、見に行かれた方もい

カポカになり、お通じ もよくなり、体が一掃

ら っし ゃる の で

されるように感じましたp(^-^)q

は …? ? 主 人公

作り方は

（倫子）は恋人に

１,生姜をよく洗って２ミ リ程度の薄切りにす

逃げ ら れ 、家財

る。

院内誌については読んで いただいてい
る ようです。ただ内容については今後もっ

や歯科情報、スタッフの趣味の話など・・・

と読み応えのある紙面作りに力を入れてい

さら に今旬の情報はtw itterで発信して

お湯150〜200ml注ぐ。

母の 糠床」と共

３，そのまま、5〜10分蒸らす。

に長年確執のあっ

４，カップに注ぐ。

た母：おかんの住

飲み 方は 、必

む ふ る さとに戻

ず 朝 起き て 空

り、ず っと夢にしてきた食堂を開くことに

腹 時 にま ず 一

なります。倫子が、１限定のお客様を一

杯 お好 み で 昼

生懸命に想いながら作り出される料理の

間 や 夜に お 茶

描写がとても美味しそう(*^̲^*)ペット

代わ りにもう一

豚（エルメス）との別れはぐっと胸のつ

杯 の 飲む と 効

まるシーンですが、毎日たくさんの命を

果 的 だそ う で

食べて私達は生きているという、事実、

す。

命の上に成り立っている命。「いただき

皆さんもためしてみてくださいね(*^^*)

ます!」の言葉の意味を大切にしようと
気付かせてくれる一冊です。

▼ハナの健康☆ヘルシーフード▼
《ショウガ白湯》

＊岩脇チーフの

食いしん坊レポート ＊
★浜ゆう★
今月のご近所の美味しいお店は、クリニッ

今月は生姜白湯について紹介したいと思い

クから もほ ど近い線路をくぐ ったすぐ先に

ます！生姜白湯とはその 名の通り、生姜を

ある「浜ゆう」さんです。前から大変に気に

入れ て作った白湯のこと。生姜には血行を

なっていたお店で、スタッフみんなでお邪魔

良く する力や、体を温め て代謝を 良くする

しました。カウンターだけのこじんまりした

楽しいブログ更新中です。

きたいと思います。

います。こちらは今日の予約状況などをタ

＜ホームページについて＞

イムリーに呟いていますので参考にご来院
ください。またフォローしてくださる方を常
時募集していますので、交流しましょう！

道具も全て失い、 ２,ポットに１ の生姜を５，６枚入れ、沸騰した
唯 一残っ た「祖
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●院長コラム●
今月は同窓会の話です。
以前にも書いたので すが 、小学校のタ イ
ムカプセルを埋めるだけ埋めて
忙しくて、開け損なったのを 後悔し ていま
した。今回はそのリベンジです。
ホームページも見ていただいているよ

6月5日土曜日の午後1時に、大江戸線勝

うですが、まだ見ていただいていない方も

どき駅徒歩5分の場所にある 朝潮小型船

多くいらっしゃいました。今後はホームペー

乗り場という所に集合と連絡をうけました。

ジ などを 使って情報を 発信していきたいと

当日30分ほ どはやく集合場所につ いた

思っておりますので、是非一度ご覧いただ

の です が、数人ひとが ぽつぽ ついるの が

ければ幸いです。

確認できました。よくみてみると、20年ぶ

今回のアンケート結果で 、たくさんのご

りぐらいなのですが名前が出てきます。

意見もいただきました。患者様の 声をお褒

ちなみに、卒業アルバムなどで予習をして

め の 言葉は励みにし、お叱りの言葉は 真

いたわけではありません。

摯に受け止め 、できる限りの改善を してい

まあ、そこ で数人で 話していると、人が
また一人と増えていきます 。結局、なんだ

きます。ご協力ありがとうございました。

かんで 来た人全員の名前を 思い出すこ と

＊ホームページのご案内＊

ができました。
20年経っても小学校のこ ろ にあったも

当クリニック では現在ホームページの
充実を図っています。各種治療の ご案内

の は、かわりませ んね。まあ、見た目の 多

や休診のお知らせなども掲載しています。

少の変化はそれぞれあっても、話し 方、そ
ぶ り、もっている空気みたいなもの は、昔
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通りだ なと。ちなみに自分が1番、小学校の

のサラリーマンがなぜか少なく、事業主だっ

レベッカは転職活動を開始！憧れのファッ

時とかわったといわれまして、微妙にショッ

たり、海外に移住していたり、東大の研究員

ショ ン誌に入る ため、同じ出版社に入るが、

ク でした。たぶん眼鏡を していたからだと、

だったり、芸術家だったりとかなりバラエティー

ひょんなことからお堅い経済雑誌の編集者

かってに納得していました。

にとんだクラスになっていました。普通の市

として働き始め るこ とに‥。し かも、切羽

立の小学校だったんですが、みんながんばっ

詰まって書いた記事が 、消費者の気持ち

に、そ の 来た人と

ているなーと。自分も負けてら れませんね。

を代弁していると好評。まったく関係なかっ

の スト ーリーを 思

というわけ で、同窓会でした。4年ごとに

た経済コラムを担当させられ‥そしてもう

人が増えるたび
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い出 し て、色々と

開催しようかという提案ができまして、

ひとつ困った事が。なんとハ ンサムだ けど

話していました。そ

ワールドカップの年に自動的に、集合する

生真面目な編集長に恋！！お買いもの中

念して芦ノ湖を 巡る 観光船［海賊船］に乗

し てその当時の担

ことになりそうです。

毒が バレたら嫌わ れる。。なんとか悪癖を

車し 元箱根港下車し て湖畔近くにある「サ

任の先生も到着し

また4年後〜といいつつ、帰路につきました。

隠しつ つ、恋とキャリアをものにし ようと頑

ロン・ド・テ ロザージュ」で人気のりんごパ

張るレベッカだが‥。

イ をいただきまし た。花びらの ような形の

まし た。先生は い
まだに現役教師で、
教鞭にたっているとのこ とで大ベテランの

あやぴょんのおすすめムービー
『お買いもの中毒な私！』

域ですね。
教師歴何年かはわ かりませんが （当時年齢

マ ンハ ッタ ン

を 隠していたため）、そ の間のたった2年間

に 住む 25歳の

し か一緒にいなかった生徒を覚えているの

ファッション重視で見て良し！女性研究

パイでお皿にソースでデザインを描いてく

で 見ても良し ！自分と重ね 比べ て見ても

れて味もさながら目でも楽しめるデザート

良し！女性にオススメのムービーです

を堪能☆

(-^^-)

お腹を満たした後は、ゆっくり元箱根の
街を散策して、次なるは箱根ガ ラスの森に

レ ベッカは 、オ

●みーこのぶらり巡り●
ーIN箱根ー

は 、正直すごいです ね。ちなみにこの先生、

シャレが 大好き

ついに梅雨入りしてしまい何となく 体も

太陽の 光が反射し てキラキラ輝く様は本

小学校の 時に１番お世話になったと個人的

で 、素敵な洋服

押し潰されぎみではありますが、こんな時

当に綺麗で ヴェネチアを イメ ージ し た敷

に思っている 先生でし て何回叱ら れたかわ

や バッグや靴を

だ から こそ 元気を充電す るべ く、今回は

地内にある美術館はユッタリした時間が流

かりません。そのおかげで 、今となっては非

見る と、後先考

「箱根」まで車を 走ら せてきまし た。箱根

れていてグラス加工に参加してカワイイお

常にたくさんのことを教わったと思っていま

えずに買ってしまう、一流ファッション誌の

はみなさん1度は足を運んだ事があるので

土産が出来ました♪

す。

記者になることを夢見る普通の女性。しか

はないでしょうか！？

一通り集合し たようなので 、船に乗り込

し、現実は地味な園芸雑誌の編集者。レベッ

都内からいつで も気軽にアク セスでき

むこ とになりました。そ うです、今回の同窓

カは、毎日の スト レスを大好きなお買いも

る距離が 魅力の箱根。温泉・グ ルメ・観光

会の開催場所は屋形船で す。なんと、同じ

ので発散し ていた。そして、月末になると請

と数多く のスポット があります が、今回は

ク ラスに屋形船屋の跡継ぎがいまして、そ

求書の 山と支払いの 催促の 電話に悩まさ

「芦ノ湖」周辺に絞って1日散策してきまし

こで安く提供してもらえたそうです。

れる繰り返しだった。こんな自分を変えたい

た。

近況報告など聞いてみたのですが、普通

と、購買意欲を封じ 込め て、一念発起した

モヤがかかっていた為ロープウェイは断

足を 運んでみました。ガ ラスのオブ ジェに

箱根は近場で 素敵な観光スポット が他
にも沢山あるの で皆さんもリフレ ッシュし
に行ってみてください☆

