
PMTC って何…？

お口のリフレッシュ感

歯の輝きが増す

虫歯の予防

歯周病予防

“PMTC”とは「プロフェッショナル・メカニカル・ティース・クリーニング」のことをいいます。

歯磨きしていても、すでに歯に定着して個人では落とすことのできない汚れや、

歯垢（プラーク）という細菌の元となるバイオフィルムを歯科衛生士や歯科医師が

専門の機械や技術を使って除去することです。

では“PMTC”を行うことで得られるものとは何なのでしょう？

歯石をとるような強い刺激ではなく、終わった後には爽快感があります

多少の汚れやざらつきなどはツルツル、ピカピカに

歯磨きでは落とせないバイオフィルムもすっきり

歯周ポケット内の根の部分に強く付着したバイオフィルムも磨き落とします

このほかにも口臭予防や歯の健康維持に効果があります

PMTC は保険治療ではなく自費診療になってしまいますが、

その分得られる満足感や効果は大きいと思います

みなさんもぜひ PMTC を体験してみてください !

歯医者さんで使う道具を紹介します！

今回はスリーウェイシリンジを紹介します。

歯の治療を受けていて口の中に風や水をかけられたことがありますよね？

その風や水を起こしているのがスリーウェイシリンジです。

診療台に備え付けの器具で、簡単に言えば水鉄砲にエアー

スプレーがついています。「水だけ」「空気だけ」「水と空気

が同時に出る」と３通りの使い方が出来るので３way。

水を吹き飛ばしたり、汚れを洗い流したり…

いろいろな場面で大活躍の治療には欠かせない器具なのです。

衛 生 士  コ
 ラ ム

脱初心者！もっと上手に演奏できるようになりたい

西川克江 ２０km のハイキングに挑戦する

2014 SPRING

にこにこヒロ歯にこにこヒロ歯にこにこヒロ歯

院長 何事も楽しむ　聞き上手になる

歯科衛生士 好浦和美 素潜りで３０秒以上海の中にいられるようになる

小池幾代 美しく生きる！

星野尚美 男の子のつるし飾りを一対つくる

早藤幸代 年末までに１０キロ走れるようになる

神尾和美 今より５キロダイエットします

アシスタント 土屋寛子 富士登山頂上達成！！

受付 森香奈子 我が子を釣り人に育てられるように、今から胎教と産後は英才教育

基礎練習、筋トレ、がんばります

日々精進するのみ

いつもポジティブであり続ける　休診日は休養をとる

夏に向けて体力づくりをする　休みの日は１時間以上歩く

アンチエイジングなんて何のその！

私はいつだって今が一番楽しいんだもの♪

私が幸せにするからついておいで！って言いながら生きる！

縫って縫って縫いまくる

まずは日曜日にウォーキングから

毎日カーヴィーダンス頑張ります

体力作りのため週３回マラソンする

毎日釣りの DVD を見る（胎教のために）

おもちゃは釣り具にさせちゃう

三宅優子

村松広康

こんにちは、ヒロ歯科クリニックです。河津桜の季節もおわって、いよいよ新年度がはじまりますね！
４月から新しい環境で生活をスタートさせる方、ちょっと新しいことを始めてみようかなと思っている方、
きっとたくさんいらっしゃると思います。みなさんの今年の目標は何ですか？
ヒロ歯科スタッフの新年度の目標と決意表明をきいてみました。

Q1. ピアノを始めたのはいつごろですか？

Q2. はじめたきっかけは何ですか？

Q3. おけいこはいつしていますか？

Q4. たのしいところと、

      大変なところを教えてください

Q5. 将来の夢は何ですか？

Q6. 最後に一言、おねがいします

保育園のころ、３才からです

たのしそうだったから

週に一回、

金曜日に町内の先生に習っています

たのしいのは弾いているとき

大変だとおもったことはありません

アイカツに入りたい

４月から小学校がんばります !

ちょっと照れながら大好きなピアノや

アイカツのお話をしてくれました

４月にはピアノの発表会もあるそうです

これからもぜひたのしく頑張ってくださいね！

HER
Os❤

❤❤

４月から河津南小学校の１年生です！

正木　愛理ちゃん
まさき    あいり

今回インタビューに答えてくれたのは

ピアノが大好きな

プロフィール

それはとある日の昼下がり…

満腹感に幸せ心地でカルテの整理をしていたところに突然の告白。

「私妊娠したんです」！！！

あれから数か月、日に日に大きくなる彼女のお腹は

満腹感とは違う幸せ心地をもたらせてくれています。

当クリニックの受付　森（旧姓　杉原）が４月より産休に入ります。クリニックの要

の森ですので産休中は患者様にもご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、

スタッフ一丸となり頑張りますので皆様も森の復帰を楽しみにお待ちください。

さて、突然の告白に「おめでとう」をしっかり言えていたかは定かではありませんが、

コウノトリは突然に音もなく飛んでくるものなのだと

森の笑顔に教えられたことは確かなのでした。

コウノトリは突然に♪

新スタッフ紹介！

患者様に安心して治療・予防を

受けていただけるよう、

お手伝い出来ればと思っています

初心に戻って頑張ります

今年１月からヒロ歯科に衛生士の西川克江さんが加わりました。

西川衛生士を紹介します。

血  液  型　O 型

動物占い　 たぬき

趣      味　 韓国ドラマを見ること

西川 克江
にしかわ　かつえ

編　集

後　記

皆様にご協力いただきました「車椅子募金」は

ヒロ歯科クリニック第２号となる車椅子を伊豆今井浜病院に

寄贈いたしました。これからも地域の皆様への社会貢献活動を

続けてまいります。

皆様のご協力に心より感謝いたします。ありがとうございました。
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“PMTC”とは「プロフェッショナル・メカニカル・ティース・クリーニング」のことをいいます。

歯磨きしていても、すでに歯に定着して個人では落とすことのできない汚れや、

歯垢（プラーク）という細菌の元となるバイオフィルムを歯科衛生士や歯科医師が

専門の機械や技術を使って除去することです。

では“PMTC”を行うことで得られるものとは何なのでしょう？

歯石をとるような強い刺激ではなく、終わった後には爽快感があります

多少の汚れやざらつきなどはツルツル、ピカピカに

歯磨きでは落とせないバイオフィルムもすっきり

歯周ポケット内の根の部分に強く付着したバイオフィルムも磨き落とします

このほかにも口臭予防や歯の健康維持に効果があります

PMTC は保険治療ではなく自費診療になってしまいますが、

その分得られる満足感や効果は大きいと思います

みなさんもぜひ PMTC を体験してみてください !

歯医者さんで使う道具を紹介します！

今回はスリーウェイシリンジを紹介します。

歯の治療を受けていて口の中に風や水をかけられたことがありますよね？

その風や水を起こしているのがスリーウェイシリンジです。

診療台に備え付けの器具で、簡単に言えば水鉄砲にエアー

スプレーがついています。「水だけ」「空気だけ」「水と空気

が同時に出る」と３通りの使い方が出来るので３way。

水を吹き飛ばしたり、汚れを洗い流したり…

いろいろな場面で大活躍の治療には欠かせない器具なのです。

衛 生 士  コ
 ラ ム

脱初心者！もっと上手に演奏できるようになりたい

西川克江 ２０km のハイキングに挑戦する

2014 SPRING

にこにこヒロ歯にこにこヒロ歯にこにこヒロ歯

院長 何事も楽しむ　聞き上手になる

歯科衛生士 好浦和美 素潜りで３０秒以上海の中にいられるようになる

小池幾代 美しく生きる！

星野尚美 男の子のつるし飾りを一対つくる

早藤幸代 年末までに１０キロ走れるようになる

神尾和美 今より５キロダイエットします

アシスタント 土屋寛子 富士登山頂上達成！！

受付 森香奈子 我が子を釣り人に育てられるように、今から胎教と産後は英才教育

基礎練習、筋トレ、がんばります

日々精進するのみ

いつもポジティブであり続ける　休診日は休養をとる

夏に向けて体力づくりをする　休みの日は１時間以上歩く

アンチエイジングなんて何のその！

私はいつだって今が一番楽しいんだもの♪

私が幸せにするからついておいで！って言いながら生きる！

縫って縫って縫いまくる

まずは日曜日にウォーキングから

毎日カーヴィーダンス頑張ります

体力作りのため週３回マラソンする

毎日釣りの DVD を見る（胎教のために）

おもちゃは釣り具にさせちゃう

三宅優子

村松広康

こんにちは、ヒロ歯科クリニックです。河津桜の季節もおわって、いよいよ新年度がはじまりますね！
４月から新しい環境で生活をスタートさせる方、ちょっと新しいことを始めてみようかなと思っている方、
きっとたくさんいらっしゃると思います。みなさんの今年の目標は何ですか？
ヒロ歯科スタッフの新年度の目標と決意表明をきいてみました。

Q1. ピアノを始めたのはいつごろですか？

Q2. はじめたきっかけは何ですか？

Q3. おけいこはいつしていますか？

Q4. たのしいところと、

      大変なところを教えてください

Q5. 将来の夢は何ですか？

Q6. 最後に一言、おねがいします

保育園のころ、３才からです

たのしそうだったから

週に一回、

金曜日に町内の先生に習っています

たのしいのは弾いているとき

大変だとおもったことはありません

アイカツに入りたい

４月から小学校がんばります !

ちょっと照れながら大好きなピアノや

アイカツのお話をしてくれました

４月にはピアノの発表会もあるそうです

これからもぜひたのしく頑張ってくださいね！

HER
Os❤

❤❤

４月から河津南小学校の１年生です！

正木　愛理ちゃん
まさき    あいり

今回インタビューに答えてくれたのは

ピアノが大好きな

プロフィール

それはとある日の昼下がり…

満腹感に幸せ心地でカルテの整理をしていたところに突然の告白。

「私妊娠したんです」！！！

あれから数か月、日に日に大きくなる彼女のお腹は

満腹感とは違う幸せ心地をもたらせてくれています。

当クリニックの受付　森（旧姓　杉原）が４月より産休に入ります。クリニックの要

の森ですので産休中は患者様にもご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、

スタッフ一丸となり頑張りますので皆様も森の復帰を楽しみにお待ちください。

さて、突然の告白に「おめでとう」をしっかり言えていたかは定かではありませんが、

コウノトリは突然に音もなく飛んでくるものなのだと

森の笑顔に教えられたことは確かなのでした。

コウノトリは突然に♪

新スタッフ紹介！

患者様に安心して治療・予防を

受けていただけるよう、

お手伝い出来ればと思っています

初心に戻って頑張ります

今年１月からヒロ歯科に衛生士の西川克江さんが加わりました。

西川衛生士を紹介します。

血  液  型　O 型

動物占い　 たぬき

趣      味　 韓国ドラマを見ること

西川 克江
にしかわ　かつえ

編　集

後　記

皆様にご協力いただきました「車椅子募金」は

ヒロ歯科クリニック第２号となる車椅子を伊豆今井浜病院に

寄贈いたしました。これからも地域の皆様への社会貢献活動を

続けてまいります。

皆様のご協力に心より感謝いたします。ありがとうございました。


