歯ぴねす通心

せ

２０１５年２月号
しんデンタルクリニック ℡.０５２－５５１－２２２１
名古屋市西区幅下１－１３－１８

p.1

ご挨拶とお知らせ

p.2

Blog より～私たちの活動～

p.3

LINE@

p.4

患者さんの声

p.5

食べることから健康になろう

p.6

スタッフコラム

お友だち募集中！

しんデンタルクリニック院長の

インフルエンザと厄年には何も関連性は無いと僕

舟橋伸也です。

は思っていますが、１年の計は元旦にありという

いつもありがとうございます！

ことで、家族全員から厄払いを勧められました。

とっても私事ですが（いつもそうかもしれません

家族中に迷惑をかけることになってしまい、今回

ね…笑）、実は今年４１歳になります。世間一般で

は言うことを聞いたほうが良いなと思いまして、

いうところの厄年（本厄）です。

熱田神宮へ厄払いに行ってきました！

そんなことはまったく気にしないと思ってここま

元旦に厄を受けましたし、厄払いもしたので、も

で生きてきましたが、今回はそう楽観視するので

う安心・・・と言いたいところですが、今年は大

はなく、気をつけておこうと思っています。

きなケガや病気などに気をつけます。

と言いますのも、１月１日の夜にインフルエンザ

僕の役目は『患者さんを健康に、そして元気にす

にかかりました…

ること』ですから、自分のケガや病気でご迷惑を
おかけすることはできませんので。

年末年始の長期休暇に体調を崩すことはほとんど
恒例行事のようなものなので、家族もそう驚かな

気にし過ぎるつもりはありませんが、注意するに

いものの、インフルエンザともなれば話は別。

越したことはないと思っています。

案の定、まずはプリンセスにうつり、お正月とい

１年中で一番寒い２月ですから、みなさんも体調

うことが災いして母と姉、そして姪にも感染…

を崩さないように気をつけてお過ごしください♪

「このメールサービス、めっちゃいいですね

」

と評判の予約確認システムに登録しませんか︖
予約⽇の前⽇に、あなたの携帯電話に予約確認メールが届きます︕
「予約のうっかり忘れ防止」や「予約の時間確認」に、
メールアドレスをご登録ください︕
〜ご登録いただいている患者さんのから寄せられたコメント〜
「今日実は予約を忘れててでも、メールが届いて思い出して、
予約確認メール用
ＱＲコード

予約通り来れました
このメールサービス、めっちゃいいですね

」

第4回
（2014 年 12 月 28 日

チャレンジ⻭科室

を開催しました︕

当院のブログより）

今日は第４回目のチャレンジ歯科室でした

今回は５人のお友達が参加してくれました

楽しく体験してもらえました

次回は春休みに計画しています︕楽しみにしていてください♪

しんデンタルクリニックの LINE@

お友だち募集中︕

＜お友だち登録方法＞

当院では、人気のアプリ『ＬＩＮＥ』を通じて、
メールマガジンを配信しています。
☆

ＱＲコード で友だち追加

・スタッフの楽しいコラム
・歯とお口の健康を守るマメ知識

ＬＩＮＥを起動し、メニューの「友だち追加」で

・歯とお口の健康Ｑ＆Ａ

「ＱＲコード」を選択。

・美味しく食事を楽しむマメ知識とレシピ

右のＱＲコードを読み取る。

・美容と健康に役立つマメ知識とエクササイズ
・季節の雑学

☆

ＩＤ検索 で友だち追加

・当院の診療予定
ＬＩＮＥを起動し、メニューの「友だち追加」で
など、
『あなたの健康で豊かな生活に役立つ情報』

「ＩＤ検索」を選択。

をテーマに毎週１回、情報を配信しています。

「 @sindental 」と入力して検索する。

例えば・・・

ブログもよろしくお願いします♪
歯ブラシのかたさは
どれが良い？
～歯をみがこう！～

しんデンタルクリニック
からのお知らせ
～当院のブログより～

しんデンタルクリニックのブログ
http://blog.sindental.net/
＜ブログのアクセス方法＞

思春期のデンタルケア
～世代別デンタルケアの
お話～

当院のホームページより
アクセスしてください！

変身！おせち料理♪
～食べることから健康に
アイディアレシピ！～
このような情報を配信してきました。

（ＰＣサイト）

（スマホサイト）

トップページの左

ページ最下部

メニュー覧より

スタッフブログより

これからも週１回情報を配信していきますので、
まだお友だち登録をしていらっしゃらない方は、

ＱＲコード→

ぜひお友だち登録をしてくださいね～♪

からのアクセスも可能です。

より良い歯科医院を目指して

患者さんの声をお寄せいただきました︕
しんデンタルクリニックでは、ご来院いただいた
患者さんに、より良い歯科医院づくりのためのア
ンケートをお願いしています。

たくさんの患者さんにご協力いただき、本当にあ
りがとうございます。

お寄せいただいたアンケートの一部を紹介させて
いただきます。

また、入口の掲示板を利用して、お寄せいただき
ました患者さんの声を掲示していますので、ご覧
になってみてください。

引き続き、ご協力よろしくお願い致します。

ご指摘ありがとうございます。
これからは、次回担当の先生
が変わりそうなときなどには、
受付でひと声かけさせていた
だきますね。

医食同源！食べることから健康になろう！

噛むことが健康に与える影響とは︕︖
２月３日は『節分』
。恒例の『豆まき』をされる方

洗い流し、むし歯や歯周病の予防につながります。

もたくさんいらっしゃることと思います。
ガ：ガンの予防
そして、豆まきの後には『年の数だけ豆を食べる』

唾液に含まれる酵素が、食品の発ガン性を抑える

という方も多いと思いますが、しっかり豆を食べ

ためガン予防にも効果があると考えられています。

ることはできていますか？
イー：胃腸の調子を整える
豆のような固い食べ物をよく噛んで食べることは、

よく噛むことで消化を助け、食べ過ぎを防ぎます。

身体にも良いこととされています。

また胃腸の働きを活発にします。

● 噛むことが健康に与える良い影響とは？

ゼ：全力投球
しっかり食べることで身体が元気になり、仕事や

よく噛むことは、食べ物の消化を助けたり、脳を

遊びに集中できます。

刺激して発達を促したり、病気の予防をしたり、
さまざまな良い効果があります。

豆のような固い食べ物を不自由なく食べるために
は、『２０本以上の歯が必要』と言われています。

そんな噛むことのメリットを端的に表した標語が、
「卑弥呼の歯がいーぜ！」
（ヒミコノハガイーゼ）
。

きちんと食べられるお口と歯の状態を整えて、よ

一度は聞いたことがある標語かも知れません。

く噛んで食べることを心がけましょう！

ヒ：肥満防止

≪噛む回数が自然と増えるレシピ≫

ゆっくりよく噛んで食べることが食べ過ぎを防ぎ、
肥満防止になります。

ごぼうとれんこんの
カリカリ甘味噌がらめ

ミ：味覚の発達
食べ物の形や固さを感じることができるので、味

＜材料（４人分）＞

（Ａ）

がよくわかるなど味覚が発達します。

・ごぼう １００g

・酒

・れんこん １００g

・味噌 大さじ１.５

コ：表情や言葉の発達

・片栗粉 適量

・みりん 大さじ１

口の周りの筋肉をよく使うことがあごの発達を助

・揚げ油 適量

・豆板醤 小さじ１/４

け、表情の豊かさや発音の明瞭さにつながります。

・白すりごま 大さじ１ ・醤油 小さじ１

ノ：脳の発達

＜作り方＞

脳に流れる血液の量が増えるので、子どもは脳が

１．ごぼうは太ければ太さを半分にして、５cm 長

発達し、大人は物忘れを予防することができます。

大さじ１

さに切り、れんこんは厚めの拍子木に切る。
２．１に片栗粉をまぶして油でカリッとするまで

ハ：歯の病気予防

揚げたら、A を鍋であたためた中で絡め、仕

噛むことで唾液がたくさん出て、食べカスなどを

上げにすりごまをふる。

スタッフコラム

『

もしも生まれ変わったら・・・

』

もし生まれ変わったら…

もしも生まれ変わったら。
。
。

なにも思い浮かびません 笑

生まれ変わったらというより、
もう一度自分のまま、

武川

加歩

ですが！

人生の節目や分かれ道で、

生まれ変わるとしたら

今と違った選択をしていたら

人間以外がいいです(^^;

敦賀

吉美

どうなっていたかな？？

人間は色々経験できたので

っていう方が

出来れば違うことを

想像が膨らみます(о´∀`о)笑

体験してみたいですね♪
あ、でも虫は嫌いなので

もしもう一度ふりだしに戻っても、

虫は絶対いやです！

歯科の仕事に携わりたいですね
歯科医師？衛生士？助手？
選択肢はたくさんありますが、

きっと歯科の仕事を選ぶだろう
と思います

もし生まれ変わったら…

退職のごあいさつ

大好きな EXILE の

杉浦

瑞恵

MAKIDAI と結婚したい

アシスタントの浅田です。

ですっ

実は・・・結婚することになり、

もちろん MAKIDAI は

しんデンタルクリニックを

今の MAKIDAI のままです （笑）

退職することになりました。

家族やスタッフに話したら、

約２年間勤務し、たくさんの思い出ができました。

『う、うん…』と

患者さんとのお話が楽しかったこと、

苦笑いされましたが…

うまくいかなくてつらかったこと、

でも、可愛い息子と

良いことも悪いこともたくさんありましたが、

旦那さんがいる今も

全てが良い思い出です。

毎日楽しく過ごしているので、

今のままでもいいかなぁ…
って思います

この経験を糧に、これからも
歯科衛生士の杉浦瑞恵です。
がんばっていきたいと思います。
体調を崩してしまい、しばらく休職致します。
皆さんもお元気で。
ご心配をおかけし、本当にすみません。
元気な赤ちゃんを産めるように、
しっかり体調を整えたいと思います。
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