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こんにちは！歯科衛生士の相馬です(*^ω^*)！ 

あっという間に季節が過ぎ、気がつけば 2016 年も残り僅かとなりました。12 月

といえばクリスマスですね！ケーキにプレゼントなどワクワクすることばかりです！ 

そしてそれを終えると待っているのが…年末の大掃除ですね！私も毎年早く終わら

せようと思いながらついつい後回しにしてしまいます（笑）。年末の大掃除は平安時代

から始まったと言われています。原型となったのが現在でも神事として行われている

「すす払い」だと考えられており、日本特有の文化のようです。 

ところで、とある CM で「今年の汚れ今年のうちに」というキャッチフレーズがあ

りますが、これはお口の中でも同じことが言えるのではないでしょうか？お口の中で痛

みがあるところはありませんか？治療途中の歯はありませんか？歯石や着色で歯の表

面がザラザラしていませんか？ 

「お口の悩み今年のうちに」！新年に向けて、気になることがあれば何でもご相談く

ださい！当院でお口の中も気持ちもスッキリさせて、気持ちの良い年末を迎えましょ

う！！それでは皆様、よいお年をお過ごしくださいませ。  

歯科衛生士 相馬 菜月 
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新年あけましておめでとうございます！アシスタントの秋山萌です。 

昨年はたいへんお世話になりました！たくさんの方にご来院いただき、心より感謝しており

ます！昨年は多くの出会いがあり、人見知りの私でもとても楽しくお話することができ、皆様

との距離も縮まった気がします。 

さて、年が明けて皆様はいかがお過ごしですか？お正月は何かを決意するにはちょうど良い

機会です。新年の抱負を書き初めで表現した方もいらっしゃるかもしれませんね。墨と筆で…

と大がかりな書き初めはできなくても、手帳などに今年の目標をちょこっと書いておくだけで

も、やる気が出るのでお勧めです(^^)/ちなみに、私の今年の目標は、『皆様一人ひとりが安心

して治療を受けられるような対応をすること』です！ 

去年の 3 月に入社してまだまだ未熟者ですが、今年の 4 月からは歯科衛生士の専門学校に

行き、もっともっと歯のことを学びます。今はアシスタントとして皆様を笑顔にするよう努力

していますが、専門学校卒業後は歯科衛生士になって自分の手で皆様を笑顔にしていきたいと

思います！！ 

今年も、皆様に愛される長谷川歯科医院にするため、スタッフ一同力を合わせて頑張ります

ので、よろしくお願いいたします☺ 

アシスタント 秋山 萌 
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こんにちは! 副院長の嶋田景介です。 

暦の上では春となりました。春とは名ばかりの厳しい寒さが続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょ

うか？ 

今年は 4年に 1度のうるう年ですね。うるう年といえばオリンピックイヤーです。まだ開催まで 170日

ほどありますが、これからニュースやスポーツ番組で注目選手や競技がとりあげられそうですね。今から楽

しみです。ミーハーな私は 24時間番組のマラソンや世界陸上の時に必ずアスリート気分になるため、今度

こそぽっこり出たお腹を 8月のオリンピックまでに 5kg痩せようと思います（目標が小さい？）。皆様は何

か今年目標にしていることがありますか？ぜひ来院時に教えていただけると嬉しいです。 

さて、2月はまだまだインフルエンザのシーズンです。流行入りは、昨シーズンよりも 1カ月以上遅かっ

たそうです。インフルエンザの予防は、一般的によく手洗いやうがいなどと言われていますが、なんと日頃

の歯磨きもとても重要なのです。お口の中の細菌を減らし鼻からのどにかけて覆われている粘膜を破壊させ

ないことです。破壊させる酵素が歯垢、歯石、舌苔などの細菌から発生していると研究で明らかになってい

ます。さらに虫歯と歯周病の予防にもつながりますので、これからもお口の中の環境を守っていきましょう

ね。 

 最後に、まだまだ寒い日が続きますがお体にはどうぞご自愛下さい。 

副院長 嶋田景介 
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こんにちは。事務の木村です。 

そろそろ寒さも和らいでくる頃でしょうか。春の訪れが待ち遠しいですね！ 

さて、３月といえば“ひな祭り”です。実家にいたころは毎年のようにひな人形を見ていましたが、ひと

り暮らしを始めてからは見かける機会もすっかりなくなりました…小さいころは７段の豪華なひな人形に

憧れたものです。 

そんなひな人形の三人官女の１人に、歯が真っ黒に染まっている人形がいるようです。 

いわゆるお歯黒と呼ばれるものです。お歯黒とは、既婚の成人女性が歯を真っ黒に染める習慣の一つで、

当時は、艶のある漆黒に染めることが美しさの象徴でした。実は、お歯黒は身だしなみの一環としてだけで

はなく、むし歯予防にもなっていたと言われています！ 

というのも、お墓から見つかったお歯黒の歯にはほとんどむし歯がなく、あったとしてもあまり進行して

いなかったそうです。昔の人々は、見た目を美しくするのと一緒に、むし歯予防の効果も期待していたのか

もしれませんね。ちなみに、お歯黒で使われていた材料をヒントに生み出された治療が現在もあるようです。 

 すでに廃れた習慣ですが、このように改めて調べてみるのもとても面白いです。 

来月４月は新年度となります。今のうちに悪いところを治して、皆様が気持ちよく２０１６年度を迎えら

れるように、はせしかスタッフ一同全力を尽くしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務 兼 トリートメントコーディネーター 木村 麻衣子 
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 こんにちは。歯科衛生士の黒木です。桜も咲いて、春らしさを感じられるようになりました

ね。新年度が始まり、新しい環境での生活がスタートした方もいらっしゃると思いますが、皆

様いかがお過ごしですか？ 

さて、皆さんはお正月に立てた抱負は覚えていますか？年明けに今年の抱負として、何かし

らの目標を掲げたりされる方もいらっしゃると思います。ですが、月日が経つにつれ 4月にな

った今でも、その目標に向かって努力し続けられていますか？（私は 3日坊主で終わってしま

ったダイエット…）新年度になったのをきっかけに、気持ちを新たに目標設定しなおすのも良

いかもしれませんね。 

ところで、4月 18日は語呂合わせで“良い歯の日”とも言われています。この日を境に、

お口の健康や歯磨きなどのセルフケアについて考えてみていただければ嬉しいです。例えば、

いつもは歯ブラシだけのお口のケアに対して、プラスαでデンタルフロスを追加してみたり、

朝晩だけ歯磨きしていた人は昼食後にも時間を作ってみたりするなど、いつもの生活にプラス

して「プラスα運動」に挑戦してみてはいかがでしょうか。気分もお口の中もリフレッシュで

きますよ♪ 

では、季節の変わり目ですので体調管理にお気をつけてお過ごしください。 

歯科衛生士 黒木 亜美 

 

 

 

１ 



 

 

歯ッピィ～はせしか通信 

 
発行/長谷川歯科医院  〒５５４－０００２ 大阪市此花区伝法２－４－４ 

ＴＥＬ ０６－６４６１－８２１１ 

ＦＡＸ０６－６４６１－８３１１ 

ホームページ http://www.hasegawa-dc.net/  

Ｅメール haseshika@ninus.ocn.ne.jp 

 

こんにちは！アシスタントの青榮です。 

今年は、昨年にも増して気温の変化が激しい日々が続いているように感じますが皆様いかがお過ごしですか？

体調などは崩されていませんでしょうか？ 

さて、あっという間に５月となりましたが、４月に新生活をスタートされた方は少しずつ今の生活に慣れてき

ましたでしょうか？長谷川歯科医院でも今年もたくさんのスタッフが入職致しました！これまでより一層明るく

新たな気持ちで全員で一丸となって皆様のお口の健康のサポートをしていきたいと思っております！ 

また、私事ではありますが今年から歯科衛生士専門学校の 2 年生となりまして、いよいよ始まる臨床実習に今

から緊張と不安でいっぱいです。この長谷川歯科医院で学んだマナーや技術を活かして、精一杯頑張りたいと思

います。 

そして、５月ということで…待ちに待ったゴールデンウィークがありますね！！皆様それぞれ友人や家族と旅

行に行ったり、日頃あとまわしになっていた仕事に集中したり、日頃の疲れをとるため、ご自宅でまったり、、な

んて方もいらっしゃるのではないでしょうか？長谷川歯科医院にお越しになった際は、皆様の楽しい思い出話を

ぜひお聞かせください♪ 

長期休暇ですが、お口のケアを怠らずに、折角のお休みなのでクリーニングに時間をかけてみてはいかがです

か？皆様、新年度が始まりお忙しい時期かと思いますが、定期検診などは忘れずにお越しくださいますようお願

い申し上げます。スタッフ一同心より皆様のご来院をお待ちしております(^.^)＊  アシスタント 青榮 沙耶 
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こんにちは。歯科衛生士の川崎です。 

６月といえば梅雨。私は、雨と雷があまり好きではありません。幼い頃に母に雷にヘソを取られると

言われていたのを信じていて、幼い頃は雷が鳴ると幼稚園を逃げ出して家に帰っていました。いまだに

雷は怖いです。青い空、白い雲の方が良いと思いませんか？ですが、雨は生命を潤す為の大切な恵みで

す。梅雨の後には、光溢れる「夏」が待っています。そう考えると、梅雨もそう悪くないものですね。 

さて、6 月の 4 日～10 日は「歯と口の健康週間」です。生涯、自分の歯でおいしく食事や会話を

楽しめるように、むし歯や歯周病の予防など、歯と口の健康について考える週間です。この期間は是非、

いつもより丁寧に歯のお手入れをしてみてはいかがでしょうか。また、この時期に歯科検診が開催され

る学校もあります。お子さんが学校の歯科検診でむし歯にチェックをされたら、早めに歯医者を受診し

ましょう。 

じめじめとした季節ですが、お天気に負けないよう元気にお過ごしください。身体の健康はしっかり

とした食事から。美味しく食事ができるお口の状態を保ちましょう！そのためのサポートは当院にお任

せくださいね。                             歯科衛生士 川﨑 梓 

 

１ 

歯ッピィ～はせしか通信 

 
発行/長谷川歯科医院  〒５５４－０００２ 大阪市此花区伝法２－４－４ 

ＴＥＬ ０６－６４６１－８２１１ 

ＦＡＸ ０６－６４６１－８３１１ 

ホームページ http://www.hasegawa-dc.net/  

Ｅメール haseshika@ninus.ocn.ne.jp 

 



 

 

歯ッピィ～はせしか通信 
 

 

発行/長谷川歯科医院  〒５５４－０００２ 大阪市此花区伝法２－４－４ 

TEL ０６－６４６１－８２１１ 

FAX ０６－６４６１－８３１１ 

ホームページ ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｈａｓｅｇａｗａ－ｄｃ．ｎｅｔ/ 

Ｅメール ｈａｓｅｓｈｉｋａ@ｎｉｎｕｓ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊｐ 

 

 こんにちは、受付の田中です！ 

あっという間に今年も半分が終わり、気がつけばもう 7 月！暑い暑い夏がやってきました！先月が

“歯と口の健康週間”ということもあり、歯科検診で引っかかってしまい、検診の紙をお持ちになるお

子さんが多くお越しになっています！皆様、結果はいかがでしたか？何かございましたら当院へご相談

くださいませ。 

さて、7 月といえば七夕ですね。年に一度、7 月 7 日に織姫と彦星が会うことができるというお話

はロマンティックで大好きです(^ ̂ )子供の頃、毎年短冊に願い事を書いて、笹に飾っていたのも懐かし

いです！ 

七夕に「笹」が使われる理由は、日本では昔から“笹の葉の触れ合う音は神様を招く”と信じられて

いたからだそうです。実は短冊の色にも意味があって、中国では青 黄 赤 白 黒の五色と決まっている

んだそうです(^ ̂ )日本では、黒に対するイメージが祝い事向きではないという事もあって、黒の代わり

に紫を使うようになったんだとか。元々紫は高貴な方だけが使える色という考え方があり、色の中では

最上のものなので、願い事を書くと強い力を発揮するそうですよ！奥が深い！いつまでも健康な歯でい

られるように、神様にお願いしてみるのも良いですね(*^_^*) 

これから暑い日が続きますが、お体に気をつけて、夏を満喫して下さい(^○^) 

受付 田中 未希 
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こんにちは！アシスタントの中野と申します！！ 

8 月が終わり 9 月になってもまだまだ残暑が続いておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか？(*_*)  

9 月になり、少しずつ秋を感じられるようになってきましたが、秋といえばスポーツの秋であったり、食欲の秋

でもありますよね！！今回は「生活習慣病」についてお話しいたします。 

生活習慣病は、脳出血、脳梗塞、高血圧、心筋梗塞、狭心症、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、肺扁平上皮がん、

大腸がん、アルコール性肺炎、糖尿病、痛風、脂質異常症（高脂血症）、歯周病、メタボリックシンドローム・・・

などなど。実は歯周病も生活習慣病の１つと言われています！ご存知でしたか？(*^o^*) 

肥満や生活習慣病の予防のためには、いろんな食べ物をバランスよく食べることが重要です。なんでもよく噛

んで食べるためには、健康な歯が欠かせません。自分の歯で何でも噛めるということは、食生活を豊かにすると

同時に、健康の維持・増進、病気の予防にもつながります(^o^)/ 日本では、「80 歳になっても自分の歯を 20

本以上保つこと」8020 運動(ハチマルニイマルうんどう)だけではなく、「60 歳で自分の歯を 24 本以上保つこ

と」「40 歳で自分の歯をすべて保つこと」も提唱されています。 

歳をとって歯が抜けるのは老化現象の 1 つだと思われがちですが、歯周病を正しく予防・治療すれば、いくつ

になっても自分の歯を保つことが可能です！まずは、ブラッシングや生活習慣を確認してみましょう（＾＿＾）  

なにか分からないことがございましたらお気軽にご相談くださいね！！ 

アシスタント 中野 未和子 
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こんにちは、アシスタントの山元です！ 

最近、日中はまだ暑いですが、朝晩は少し涼しくて少し過ごしやすくなってきましたね。夏の疲れがでて

きている方も多いのではないでしょうか？秋といえば…食欲の秋・スポーツの秋・読書の秋と色々あります

が、この中でも特に楽しみなのがわたしは「食欲の秋」です( ˊᵕˋ )笑 

さて、日本の秋のお月見には「月見だんご」がつきものですよね。その年の農作物の収穫を月の神様に感

謝し、お月さまにお供えしたことがはじまりだそうです。まんまるの月見団子は満月を表しており、健康・

幸福を願って、月見団子を食べることでご利益があるとされています。 

また、お月見といえばうさぎをイメージされる方も多いと思います。実は、うさぎの歯は人間と同じく乳

歯から永久歯に生えかわるんです。28 本の歯があるのですが、前歯も奥歯も 1 日 0.5 ミリ前後、一生伸び

続けるそうです！！よく歯ぎしりすることで歯が伸びるのを防いでいるのだとか。 

人間も抜けた歯や、詰め物や被せ物が外れた歯をそのままにしておくと、噛み合わせる相手がいない歯が

相手を探そうとして伸びてきます。そうすると、歯の根の部分がしみたり、かみ合わせが悪くなったりしま

す。人間の歯は永久歯を失うと 2 度と生えてくることはありません、永久歯は一生ものです！まずはお口の

健康から、ちょっとした合間を見つけて日々のケアを忘れずに、秋を楽しみましょう\( ¨ ̮)/ 

気温の変化が激しく、肌寒くなってきますが、どうぞお体にお気をつけくださいﾟ＊.｡ 

アシスタント 山元 紫於理 
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こんにちは、歯科医師の森島です。 

 最近少し肌寒くなりましたが、ふと気がつくともう１１月！！時間が経つのは早いものですね。 

 さて、皆さんは１１月８日は何の日かご存知ですか？そう、「１（い）１（い）８（は）」で“いい歯の日”

です。 

 皆さんはお口の中でトラブルはございませんか？しばらく歯医者さんに行っていないなぁ…という方は、

気がつかないうちに病気になっているかもしれませんよ。それはなぜかというと、歯の二大疾患であるムシ

歯と歯周病は、どちらも慢性的に進行する病気だからです。そのまま放っておくと、気がつかないうちに歯

はどんどん悪くなり、ある日急に歯が痛くなったり、グラグラになったりしてしまいます。 

 ですので、症状が出る前の時点で、早めの治療と予防が大事になります。そのためにはセルフケアだけで

なく、定期的な検査とメンテナンスが欠かせません。 

 もしみなさんがお口のことで何か気になるようなことがありましたら、是非検診にいらしてください。当

院では歯周病やムシ歯の検査を見落としなく精密に行えるように、CTや最新のムシ歯診断装置などを取り

揃えておりますので、どうぞ安心してお任せください。 

 もう来月は１２月です。どんどん寒くなってまいりますが、どうぞ皆様も風邪など召されませんよう、お

身体ご自愛くださいませ。 

歯科医師 森島 康 
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