
 

 

新年明けましておめでとうございます。また、昨年は大変お世話になりました。 

今年の春、長谷川歯科医院は近く（同じ伝法２丁目）に移転リニューアルオープンいたしま

す。 

現在の場所で開業し、多くの患者様に愛され、また慕われて、２２年経ちました。私も３０

代から現在５０代と年齢を重ねました。歯科医師となって３０年経ち、今まで培ってきた技術

や経験の全てをこの新天地で余すことなく発揮させたいと思っています。５０代は歯科医師

として技術的にも体力的にも最高のパフォーマンスを発揮できる年齢だと自負しております。 

現診療所は２０年以上経ち老朽化もあり、また何よりもスペース的にも現在の診療スタイ

ルには窮屈過ぎ、思うように診療できず患者様に大変にご迷惑をおかけしていました。しか

し、この移転を機に設備面も一新し、なんとスペース面においては現在の５倍以上となる予定

です。より多くの患者様に安全と快適性を提供できる設計となっております。 

長谷川歯科の信条でもある、その患者様に合った最高の歯科治療が提供できるよう、新診療

所でもスタッフ一丸となって取り組んで参りたいと思います。 

今後も成長し続ける長谷川歯科医院に期待していてください。 

長谷川歯科医院 院長 長谷川 昌徳 
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こんにちは。受付の薮内です  ＼( ˆoˆ )／ 

早いもので年が明けてもう 1 ヶ月が経ちました。寒い日がまだまだ続きインフルエンザが流行しているよう

ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。春までもう少し！暖かくなるのが待ち遠しいですね😄 

さて、2 月はイベント事がたくさんありますが、やはり 1 番に思いつくのはバレンタインデーですね💛バレ

ンタインデーといえばチョコレート！とても美味しいものですが、むし歯を作りやすい代表格でもあります。

むし歯にならないためには食べ方が重要で、時間をかけたダラダラ食べは避け、いつまでも口の中に残らない

ようにしましょう。チョコの種類によっては歯にくっつきやすいものもありますが、口の中に残る時間が長い

分、むし歯になりやすいので注意してください。甘い物を食べた後は歯ブラシを忘れずに、しっかりと汚れを

落として、歯にも休む時間をしっかり与えましょう！！ 

当院ではむし歯予防のための MI ペーストを販売しております（歯磨き粉ではなく、歯磨きをした後に使用す

る歯のミネラルパックです。）期間限定でこの時期にぴったりなチョコ味もございます！チョコの味がします

が、むし歯の原因となる糖は含まれてないのでご安心ください。チョコを味わいながらむし歯予防、歯のケア

ができる優れものです♪受付にて販売しておりますので、興味のある方は是非お声かけください😄 

むし歯予防のためには定期検診や毎日の歯のケアが大切です。一緒に歯の健康を守っていきましょう！！ 

受付    薮内佑奈 
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こんにちは。アシスタントの渡部です。寒さも和らいできて、過ごしやすい季節となりました。皆様いかがお過ごしでし

ょうか。 

３月と言えばひな祭りですね！ひな祭りは、ひな人形を飾り、女の子の健やかな健康を願って祝う日本の伝統的な行事で

す。今回は、縁起の良い意味が込められたひな祭りの食べ物について、いくつかご紹介したいと思います！ 

１つめは『はまぐりの吸い物』です。はまぐりの貝殻は对になっている貝殻でないとぴったり合いません。そのことから

仲の良い夫婦を表し、「一生一人の人と添い遂げるように」という願いが込められた縁起物です。 

２つめは『ひし餅』です。緑、白、ピンクの３色の餅をひし形に切って重ねたものを飾ります。色の意味は、緑が「大地」、

白が「雪」、ピンクが「桃」で、「雪がとけて大地に草が芽生え、桃花が咲く」という意味が込められているそうです。また、

ひし形は心臓を表していると言われ、災厄を除こうという気持ちや、親が娘の健康を願う気持ちが込められています。 

最後は『ちらし寿司』です。ちらし寿司はひな祭りだけでなく、おめでたい時に作られることが多く、具に意味がありま

す。海老は「長生き」、豆は「まめに働く」、れんこんは「見通しがきく」など、縁起の良い具材が使われています。また、

三葉や卵を散らすことで彩が華やかになり、春を運んでくれる料理としてひな祭りの定番となったそうです。 

昔の人ならではの風情のある由来を知ると、より一層意味をもってひな祭りが楽しめそうですね😍 

沢山の縁起物を美味しく食べる為にも、毎日の歯磨きを忘れずに！その他、歯のことで気になることがございましたら お

気軽にスタッフにお声かけください。スタッフ一同全力を尽くして参りますので、どうぞよろしくお願い致します 。 

アシスタント 渡部 紗矢香 
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こんにちは。アシスタントの重田です。 

四月はエイプリールフールやお花見、入学式と楽しい行事が目白押しですね。皆様いかがお過ごし

でしょうか。私は毎年この時期になると花粉にやられて、目の痒さとくしゃみにうんざりします(._.) 

私がハセシカに就職してから、丁度一年が経ちました。高校を卒業して、就職を希望し、初めての

職場のハセシカで、この一年、色々な事を教わり沢山の人に出会いました。 

普段、歯科医院にあまり行ったことが無い私にとって、ハセシカに来てまずビックリしたことが、

スタッフの人数の多さです。「歯科医院ってこんなに沢山の人が居るのか！」と驚きました。ハセシカ

は現在、歯科医師が 13人、歯科衛生士が 10人、アシスタントが 18人、受付が 5人、トリートメント

コーディネーターが 2 人と、とても人材が豊富です。しかも人が多いだけではなく、チェアー数も多

く現在は 14台あります。「より良い診療をできるように」「1人でも多くの患者様を診療できるように」

「地域の方々に愛されるように」と、沢山の想いが込められている様に感じます。 

初めての就職先で色々な事を学びました。今月からは新しいスタッフも増え、より一層、診療をス

ムーズに出来る様に、これからもスタッフ一同精進して参りますので宜しくお願い申し上げます。 

歯科助手 重田 珠里 
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こんにちは。歯科医師の廣石勝也です。5月 1日より新元号が施行され、令和元年となりました。1979

年制定の元号法に基づく改元は平成に続き二例目との事で、平成の時代が終わりを迎えるにあたり、

巷にも「平成とは何だったのか」を考える企画が多く流れています。新たな時代を展望するには、旧

時代への反省の意味を込めた総括が必要です。 

さて、平成の 30年間には歯科界にもいろいろなことがありました。その中のひとつの出来事として、

歯科衛生士の職務・資格などに関して規定する法律「歯科衛生士法」が改定され、職務内容に「歯科

保健指導」（歯磨き指導など正しいセルフケアの指導）が加えられたのは、実は平成元年の事でした。

現在では歯科診療補助（歯科医師の治療の補助）、歯科予防処置（歯石取りやフッ素塗布など、むし歯

や歯周病の予防処置）と並ぶ歯科衛生士三大業務として数えられる業務です。近年、健康意識の高ま

りにより疾病の早期発見、早期治療、また健康な人がより健康になれるように予防処置のニーズが高

まっています。その結果、予防処置がメインの歯科衛生士の役割が、現在もまたこれから先の未来も

さらに高まることが予想されます。当院でも歯科医師の私と歯科衛生士が連携を取って皆様の健康を

維持できるよう努めてまいります。 

平成が終わりを迎え令和元年となりますが、これから歯科界にも変化の波が寄せては返す事だろう

と思います。その波に取り残されないよう、日夜研鑽に励もうと思います。 

歯科医師 廣石 勝也 
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こんにちは！副院長の竹村綾貴です 

４月下旬から５月上旬にかけての大型連休は皆様いかがお過ごしだったでしょうか？私は久々の海

外旅行で香港にいってきました。天候にも恵まれ良い休暇を過ごすことができ、リフレッシュできま

した。連休を楽しんだ分、改めて気を引き締めていきたいと思います。 

平成の時代が終わり、５月１日から令和を迎えましたね。新しい時代の幕開けに心踊らせている方

も多いのではないでしょうか。現在、元号制度を取り入れている国は世界中でも日本のみで、西暦 645

年の「大化」にはじまり「令和」にいたるまで 248の元号があるそうです。 

さて、以前より告知させていただいた通り、いよいよ令和元年 6月末に移転し、長谷川歯科医院は

新しく生まれ変わります！チェアの台数も増え、2階へのエレベーターも完備。院内保育園もできます。

新しく綺麗な医院で、より便利で快適に治療を受けられるようになる予定ですので、楽しみにしてく

ださいね。 

1400年近く脈々と続いてきた日本の伝統ある暦の節目に移転できること、とても感慨深く思います。

院長の祖父の代から 80年以上続いてきた長谷川歯科医院。昭和、平成に次いで、令和でも皆様のお口

の健康を守るために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。 

新しい長谷川歯科医院に乞うご期待下さい！ 

副院長 竹村 綾貴 
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こんにちは。歯科衛生士の川島です。 

じめじめする梅雨も終わり、もうすぐ夏も本番をむかえようとしていますね。みなさまくれぐれも

夏バテにはご注意ください。 

さて、夏バテといえば、7月には土用の丑の日がありますね。今年は 27日が土用の丑の日です。こ

の日にうなぎを食べると夏バテをしないと言われています。 

うなぎを食べるという風習が定着したのは、江戸時代の学者である平賀源内が知り合いのうなぎ屋

さんに頼まれて打ち出した広告によるもの、という事は有名ですね。 

実はこの平賀源内、歯磨き粉の広告も出しているんです。その名も「嗽石香(そうせきこう)」。元々、

奈良時代や平安時代から歯磨きの習慣はあったのですが、公家や武将などの上流階級でしか行われて

いませんでした。それが江戸時代に入り、徐々に庶民の間で普及してきたのです。 

今の時代には、歯磨き粉は欠かせない必須アイテムですよね。当医院では、気になる症状に合わせ

て様々な歯磨き粉を取り揃えています。むし歯や歯周病、知覚過敏にお悩みの方、ホワイトニングが

気になる方など、お悩みに合わせた歯磨き粉がありますので、ぜひ使ってみてください。 

夏バテにもむし歯にもならないよう、体調管理に気をつけて過ごしていきましょう！ 

歯科衛生士 川島 春美 
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 こんにちは、歯科医師の松岡です。 

 ６月末から７月頭にかけて、梅雨入りしたのかよくわからない天気が続いたと思えば、突然台風がやってきたり

局地的な大雨があったり、かなり過ごしにくい日々でありました。これから気温が更に上がり蒸し暑い日々が続く

のかと考えるだけで気分が参ってしまいそうです。 

 さて、６月 25 日に長谷川歯科は新しい医院に移転いたしました。皆様、新しい医院はいかがでしょうか？今ま

でより広く綺麗に、設備も充実し、より皆様に満足いただける診療が可能となりました。『広くなった』と驚かれ

ると同時に『なんだか迷路みたい』と困惑されている声もたまに耳にします。ご案内・お帰りの際にはしっかり先

導させていただきますので安心して院内を歩いてくださいね(笑) 

2 階には併設保育園のあっぷる保育園もでき、園児だけでなく患者様のお子様も一時的にお預かりさせて頂くこ

とも可能となりました。子育てでお忙しいお母さんも免許を持った保育士が担当しますので、安心して治療を受け

ていただけます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。また、2 階は小児歯科専門診療所として、歯科治療だけ

ではなく子供たちが楽しく落ち着いた雰囲気の中で、自ら進んで予防処置やお口の健康を考えるような教育の場と

して、当院スタッフと交流していただけるような施設として設計いたしました。 

 医院は移転し、長谷川歯科の目指す「健康な人がより健康となりそれを維持・サポートできる歯科医院」となれ

ますようスタッフ一同努力していく所存でございます。いつも長谷川歯科に通ってくださっている皆様、これから

長谷川歯科に通ってくださる皆様、皆々様のお口の中を健康に保ち、より良い毎日を送るためのお手伝いをさせて

いただければ幸いです。 

 今後とも長谷川歯科をよろしくお願いいたします。               歯科医師   松岡 佑樹 
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こんにちは！歯科医師の藤居拓馬です。 

9 月に入りましたが、まだまだ残暑が厳しい日々が続きますね。気温はピークを過ぎました

が、まだまだ熱中症にならないように油断は禁物です。室内や夜間でも、症状が出ないまま進

行し重症化する『隠れ脱水』等もあります。特にお子様や高齢者は体温調節が円滑に出来ない

こともありますので、周りからの注意が必要です。 

話は変わりまして、先月に当院 2 階の工事もようやく終わり、8 月 3 日から 4 日にかけて内

覧会を行いました。日々使われている診察室はもちろん、普段は患者様が立ち入ることのでき

ない消毒室や歯の被せ物を作る機械（セレック）など様々な部分をご見学いただき、当院が力

を入れている予防の概念や最新の治療についてご紹介いたしました。また、出来たての 2 階の

キッズスペースでは『歯医者さん体験』や『スーパーボールすくい』も子供たちに楽しんでい

ただきました。 

当院では『大人になってもむし歯ゼロ』を目指し、お子様のむし歯の予防や、永久歯が生え

揃った時にむし歯が無いようにする事も大きな目標に診療をしております。そのため 2 階は内

装にこだわり、お子様が靴を脱いで楽に歩き回れて、またここに来たくなるような環境づくり

を心掛けております。2 階での診療はお子様がメインにはなりますが、もしご興味ありました

ら、ご覧いただくことも可能ですのでスタッフまでお申し付け下さい。 

歯科医師 藤居拓馬 
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こんにちは、歯科衛生士の樽野です。まだ時折暑さを感じることもありますが、涼しく秋らしい風を感じ

ることのできる季節になってきました。 

１０月というと、１年のうち最も結婚式をあげる方が多い時期だそうです。気候が落ち着いていること

や、ゲストが参加しやすいことが理由だそうで、意外にもジューンブライドの６月や、暖かい日差しの３、４

月ではないのですね。人生の大切なイベントを控え、より美しい姿で式に臨むため、挙式前に歯のホワイト

ニングを受ける方も多くいらっしゃいました。 

ホワイトニングには歯科衛生士が行う「オフィスホワイトニング」と、ご家庭で行う「ホームホワイトニン

グ」があり、その両方をあわせて行う「デュアルホワイトニング」が効果が高く、当院でも人気のある施術と

なっております。 

ホワイトニングでなぜ黄ばんでしまった歯が白くなるのか？を簡単にご説明すると、ホワイトニング剤に

は過酸化尿素と過酸化水素が含まれています。これらが分解する際に発生する活性酸素が歯の着色の原

因である色素分子の結合を切断します。すると歯の構造はそのままに、歯の内部の色調が明るくなります。 

この活性酸素はあらゆる方向に作用するため、表面だけでなく、歯全体が明るくなるのです。 

新年を白い歯で迎えたい方、今から始めるのが最適なタイミングです！白い歯に憧れや興味をお持ちで

したら、お気軽にスタッフにお声がけください。詳しく丁寧にご説明いたします♪ 

歯科衛生士 樽野友希 
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 こんにちは、歯科衛生士の片岡敦子です。秋も一段と深まり、食卓に鍋料理が並ぶ機会が増えてきたので

はないでしょうか。一人鍋や、友人家族と鍋を囲むいい季節になってきました。 

 さて、１１月８日は『い（１）い（１）歯（８）』の語呂合わせで『いい歯の日』となっています。８０歳

まで２０本の健康な歯を残すことを推進する運動が発端となり定められたのですが、いい歯とは、一体どん

な歯なのでしょうか。 

 いい歯というとむし歯がない歯、歯周病がない歯、歯並びがいい歯、かみ合わせがいい歯、白い歯などい

ろんないい歯が思い浮かぶとおもいますが、もっと大きな視点で『QOL を高めてくれる、日々の生活をい

きいきとさせてくれる歯』という考え方があります。 

 しっかりと噛めることが、消化を助け病気を防ぎ、美味しさを味わうことができ、バランスの良い栄養が

とれて健康になるということです。歯が多く残っている人は歯を失った人と比べて医科の医療費が少ないこ

ともわかっています。 

 歯の健康を守ることで皆様の生活がいきいきとなりますように、定期的な検査とメンテナンスにぜひお越

しください。また長谷川歯科医院では色々な歯ブラシや歯間部清掃器具を取り揃えていますのでお気軽にご

相談下さい。 

 歯科衛生士 片岡敦子 

歯ッピィ～はせしか通信 
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今年も残り 1 カ月。木枯らしに思わずコートの襟を立てる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょ

うか。朝夕の温度差が大きいので、風邪などひかないようにお気をつけください。私は先月始め、丹波篠山へ

行ってきました。その時期には、まだまだ紅葉にはほど遠い状況でしたが、食欲の秋に焼き栗、とろろそば、

卵かけご飯などなど、堪能してきました。続く冬も元気に過ごしたいものです。 

さて、ハセシカも６月末に待望の移転も終わり、早くも半年。当初はかなりバタバタで、患者様、出入り業

者様にはご迷惑をおかけしたと思います。今ではミーティングを重ね、患者様の導入、そして治療をより良く

するために、日々勉強しております。そしてハード面では、重要な消毒・滅菌に関しても一流の講師をお招き

してシステムを確立させました。診療台も２３台導入、大阪では有数の規模で運営しています。ハード面では、

もう一つ最新の器材で、CAD／CAM装置（歯の３Dプリンター）、歯周予防＆治療器材も充実しております。 

しかし患者様にとって一番大切なのは『むし歯、歯周病にならないこと』です。そのためにも定期検診、そ

してプロによる歯のお掃除を当院にお任せ下さい。気持ちよく通っていただけるよう、スタッフ一同、技術の

向上や、優しく丁寧な対応など、ソフト面でもより満足いただけるよう、日々努力して参ります。 

また、働く女性への応援で、院内併設あっぷる保育園も開園しました。安心して子育てしながら働くことが

できます。地域枠もありますのでご利用して頂けたら幸いです。ご興味があればお問い合わせください。 

2019年は激動の 1年でした。2020年はどのような年になるでしょうか。皆様にとっていい年になりま

すよう祈ります。来年も長谷川歯科医院をどうぞよろしくお願い申し上げます。  事務長 長谷川 義弘 

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２－４－１９ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 


