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はじめに 

 

宝樹会小冊子をご覧いただきまして本当にありがとうございます。医療法人社団宝

樹会 理事長で現在は城東歯科クリニックの院長の佐藤弘樹です。 

 

宝樹会は「秋田で世界水準の治療を」をモットーに、最新の治療技術と最新の設備

を揃え、皆さんの快適な生活のお手伝いが出来ればと思っています。 

快適な治療環境と一言に言っても、いろいろな考え方があります。その中で宝樹会

が大切にしていることのひとつに、患者さまとのコミュニケーションというものが

あります。スタッフの「笑顔」はもちろん、「返事」「受け答え」をシッカリ行う、

「時間」を守る。これらの事をシッカリ、当たり前に行うことで、良い医院づくり

を行なっています。 

 

実際患者さまからは、「スタッフの対応が気持ちがいい」「●●さんに会うために毎

回来ている」といった嬉しい言葉を頂くことも多いですね。 

 

この小冊子ではこうした診療方針をご紹介しています。皆さんに少しでも宝樹会に

ついて知っていただければ幸いです。 

 



 

Copyright(C) 2014 医療法人社団宝樹会.All Rights Reserved. 

コンセプト 

平成 13 年に秋田県潟上市にふただ歯科クリニックを開院いたしました。その後平

成 18 年に秋田市茨島の地にバラジマ歯科クリニックを開院し、それと同時に医療

法人社団宝樹会を設立しました。 

 

平成 20 年には北秋田市のたかのす歯科クリニックを開院し、平成 22 年秋田市東

通に城東歯科クリニックを開院するに至りました。 

 

東北・秋田で開業する理由 

秋田県は母の実家がございまして、私も高校時

代毎日自転車で土崎の実家から秋田市の高校

まで通った土地でございます。 

祖父や叔母や亡くなった叔父は医師で、もう一人の叔父は歯科医師として患者さま

と接していたのを小さい頃より見てまいりました。私の父は医療人ではなく、母も

薬剤師で、医師や歯科医師ではありませんが、"自分も勉強してじいちゃんのよう

に患者さまに優しく接する事が出来るようになりたいな"と思ううちに、いつのま

にか歯科医師になっていました。 

 

「宝樹会」のネーミング由来について 

今はもう山口で開業しましたが当時仲良く一緒に働いていた先生がいまして、彼と

は大学時代も野球部で先輩後輩の関係でした。その彼に"その土地にしっかり根づ

く宝の樹になりましょう"と言ってつけてもらった名前です。 

 

ですから現在で数年たちますが、しっかり地元の宝の樹として認識していただける

ように従業員一同、日々頑張っている次第です。 
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今、患者さまに最高のサービスを提供できるように、

同じ法人の従業員一同、テレビでおなじみの先生をお

迎えしての接遇セミナーや、私もインプラントのイン

ストラクターをしていることもあり、歯科医師一同、

研修を欠かさず毎週のように週末はセミナーに出席し

たり、他院の先生方にセミナーで指導したり、常に勉強する姿勢を大切にしており

ます。 

 

この秋田の地で最高・最新といわれる歯科医療を皆さんに提供していけるように頑

張りますのでどうか宜しくお願い致します。上記の理念をマットするために、当法

人では次のことに取り組んでおります。 

 

 

【ポリシー】東北・秋田で最新の歯科医療を提供する 

医療法人社団宝樹会は、 

●歯周病や虫歯の予防、治療等の一般の歯科治療から 

●レーザーやインプラントを用いた特殊技術の治療 

●ホワイトニング・ブリーチング等の審美治療 

 

まで、患者さまの希望や個性に合わせて治療法を決定しております。最先端機器と

最新ユニットを完備し、患者さまのプライバシーを考慮した個室診療、患者さまに

最高のサービスをご提供しています。 

 

ホワイトニング、インプラント、審美歯科、口臭治療、訪問歯科、矯正歯科、セレ

ック、歯周内科を中心に治療を行っています。歯の治療に関して多くの方が怖いイ

メージをお持ちかと思いますが、そのイメージを払拭できるように納得して頂いて

から治療を行っています。
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世界水準 

歯科治療において、忘れてならないのが、治療技術です。宝樹会では、日本はもち

ろん、海外の勉強会にも積極的に参加。アメリカやヨーロッパなどに出向き、最先

端の治療技術を学び続けています。 

 

日々診療をしながら、国内・海外への勉強会に参加......。スタッフはほとんどプラ

イベートな時間も無いくらいに忙しいですが、やはりこうしたことは、歯科医師の

努め。私達の使命だと考えながら、忙しい毎日を過ごしています。 

 

最新の治療環境について 

宝樹会では、医師が常に勉強と経験を積み、技術を高める努力を続けるとともに、 

 

●他の空間から完全に隔離したオペ室 

●安全・確実な治療を可能にする歯科用 CT 

●コンピュータ制御によって歯の修復物を設計・製作するセレックシステム 

●肉眼の約 20 倍以上での処置を可能にするマイクロスコープ 

 

といった、最新の優れた医療機器を取り揃え、ハイレベルな治療を実現しています。

これらの設備は、「勘と経験に頼らざるを得なかった今までの歯科治療」を、一気

に塗り替えてしまうかも知れないほどの診断機器です。レベルの高い「世界水準」

の治療ができますので、患者の皆さまには、安心して治療を受けていただきたいと

考えています。 

 

全室個室でゆったり診療（城東歯科クリニック） 

城東歯科クリニックでは、患者さまのプライバ

シーを守り、人目を気にせず治療を受けていた

だけるよう、診療室は全室個室になっています。 
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診療室自体も、天井を高くとった開放感や、光がいっぱいに入る工夫、ホワイトと

ブラックのシックな色使いなど、ホテルのような心地良い空間になっていますので、

リラックスして治療を受けていただけます。 

 

さらに、各診療室には、ゆったり座れる最高級のユニットを設置。また、CT やセ

レック、マイクロスコープなど、さまざまな治療に対応できる最先端の治療機器を

多く完備していることにも対応し、機器が扱いやすい空間やスペースを設けるなど、

各治療内容にこだわった診療室にもなっています。 

 

歯科技工士が院内に在駐しています 

宝樹会では、専属の技工士が在駐する技工室を院内に設置していますので、被せ物

や入れ歯の色や形の調整にも即座に対応できます。 

 

本来、技工室というのは「歯科技工士専用の作

業場」ですが、多くの歯科医院には専用の技工

室がなく、ほとんどを院外の技工士に依頼して

いるのが現状です。そのため、被せ物などの作

製に時間がかかり、治療期間も長くなってしまうのですが、宝樹会では院内で作

製・調整ができるため、スピーディーな治療をご提供することができます。 

 

さらには、セレックシステムを技工士が操ることで、複雑な加工や、よりハイレベ

ルな加工も実現。セラミック以外の素材の加工においても、技工室が院内にあるの

で、医師が技工士に綿密な指示を出したり、技工士が医師に詳細を確認しながら加

工することも出来ますので、よりよい修復物が作製できます。 
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歯を残す治療 

厚生労働省が実施した調査によると、日本人の年齢別の残歯本数は、50 歳で 24

本、60 歳で 20 本、70 歳で 13 本、75 歳で 9 本と報告しています(1999 年)。70

歳以降の多くが、10 本以上の歯を失っていることになり、残念でなりません。当

院では、「歯を残す」ことを第一に考えた治療に取り組んでいます。 

 

ところで、患者さまの考えをカウンセリングでお聞きしていくと、ほとんどの方が

「歯を残してほしい」「歯を抜きたくない」とおっしゃいます。診療中に、歯を失

うことになり大きく落胆された方を見てきま

したので「残したい」という気持ちが痛いほど

伝わってきます。もし私が患者さまの立場なら、

やはりドクターに「歯を残す治療をして下さ

い」とお願いするでしょう。 

 

私たち歯科医師の仕事は、歯科治療を通して患者さまの健康をお守りすることです。

当院では、患者さまの健やかな人生をサポートするために、歯を残すための治療に

取り組んでいます。 

 

なぜ、歯を残すことが大切なのですか？ 

歯には私たちの健康を支えるための、重要な役割があります。もし、歯を失ったと

したらどうなるでしょうか。噛み合わせが悪くなり、食べ物をよく噛まずに飲み込

むため胃腸に負担がかかります。また、かつ舌が悪くなったり言葉が漏れたりして、

うまく喋れません。さらに最近の研究では、脳に刺激が伝わらなくなり、認知症と

の密接な関わりが指摘されています。何よりも「歯を失った」という、精神的なダ

メージが大きいのではないでしょうか。歯が 20 本あれば、食べ物をよく噛み砕く
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ことができ、美味しく食事が味わえます。いつまでも健康で過ごせるように「8020

運動」で、80 歳になっても 20 本の歯を残しましょう。 

 

「歯を残す」ための、さまざまな歯周病対策プログラム 

歯周病は早期発見・早期治療でほとんど完治で

き、予防対策をきちんと取れば、未然に防ぐこ

とができます。歯周病を防ぐことが、歯を残す

ための一番の近道といえるでしょう。 

 

当院では、さまざまな歯周病対策プログラムを用意し、歯周病対策に取り組んでい

ます。その一つが、本格的な歯のクリーニング「PMTC」(Professional Mechanical 

Tooth Cleaning)。歯周病の原因となる汚れを徹底的に除去し、虫歯や歯周病を防

ぎます。また、お口の中の歯周病菌を抗菌剤で殺菌する「3DS」や、薬を服用して

体の内側から細菌を殺す抗菌治療(歯周内科)、歯周病・口臭予防効果があるタブレ

ットなど、さまざまなプログラムを用意し、患者さまの状態や症状に合わせた歯を

残す治療を行っています。 

 

「歯を残す」ための徹底したカウンセリングと明確な治療計画 

患者さまに歯を残すことの大切さを理解していただくために、徹底したカウンセリ

ングを行っています。患者さまに現状を知っていただき、なぜ虫歯や歯周病になっ

たのかを説明し、明確な治療計画を立案します。もし、少しでもわからないことや

疑問に感じることがありましたらご質問下さい。不安なまま治療を進めても良い結

果が得られませんので、ご理解いただけるまで丁寧に説明いたします。 

 

また、治療中の痛みを抑えるために、無痛麻酔器を導入。痛みによるストレスがあ

りませんので、歯科医院が苦手な方でも安心です。 
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インプラント 

ご自身の歯に、こんな悩みや不満がありませんか？ 

●治したい歯があるが、その両隣の健康な歯は削りたくない 

●発音がしづらい 

●硬い食べ物が食べられない 

●入れ歯がズレてしまってしっかり噛めない 

●友人との旅行先で入れ歯を外すのを見られたくない 

●入れ歯の違和感がずっとある 

●入れ歯の隙間に食べ物が詰まって気持ちが悪い 

 

当てはまるものがひとつでもある方は、当院にご相談ください。最新のインプラン

ト治療で、あなたのお悩みをすっきり解消し、快適な毎日を取り戻すためのお手伝

いをいたします。 

 

 

インプラント治療とは？ 

インプラントの構造は、歯根部分と上部構造から成り立っています。まず、あごの

骨の中にインプラント体(人工歯根)を移植して数か月様子を見ます。インプラント

があごの骨にしっかり定着したあと、上部構造

を装着します。 

 

人が物を噛むとき、想像以上に大きな力が加わ

ります。インプラントをあごの骨に移植すると、天然歯とほぼ変わらない「噛む機

能」が取り戻せますので、硬い食べ物も強く噛むことが可能になります。 

 

また、上部構造のクラウン(歯冠)の色・形も、最新の歯科技術により、天然の歯と

遜色なく仕上げることができます。入れ歯のような違和感や、ブリッジのように健

康な歯にダメージを与えることがありません。 
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＜インプラントのメリット＞ 

●天然の歯と同じような感覚で物が噛める 

●健康な歯を削らずに治療ができる 

●メインテナンスをきちんと行えば、長期間使い続けることができる 

 

＜インプラントのデメリット＞ 

●外科的な手術が必要になる 

●健康保険が適用されないため、比較的治療費が高額になる 

 

ここからは当院のインプラント治療の特徴をご紹介します。 

 

【特徴 1】多くの移植実績を持ち、数々の資格を有す院長の技術力 

当院/院長は、世界最大のインプラント学会/ICOI(国際インプラント学会)指導医の

資格を有する、日本でも数少ないドクターの一人です。また、世界のインプラント

業界の第一線「デニスターナー先生」の愛弟子の一人で、彼のもとで世界水準のイ

ンプラント治療技術の研鑽を積んでいます。 

 

さらに日本はもちろん、世界の学会・勉強会に参加しています。学会や勉強会に積

極的に参加し、常に最新技術の吸収に努めるだ

けでなく、後進指導にも力を注ぎ、多くのドク

ターにインプラント講義を行っています。 

 

また、豊富なインプラント経験を持ち、インプラント移植本数において 3 年連続で

秋田県・第 1 位（カムログインプラント）を獲得しています。 

 

さまざまな学会にも所属しており、アメリカ歯科インプラント協会を始めとする、

多くの認定医資格を有します。『カムログインプラント』『アストラインプラント』

『デンティスインプラント』など、日本国内で主に使用されている世界的なインプ

ラントメーカーの公認インストラクターの資格を持ち、あらゆるインプラント治療

において、高度な技術を発揮しています。 
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【特徴 2】CTを使った綿密な診査診断で、安全かつ正確な治療を行います 

当院のインプラント治療は、治療前に CT スキ

ャンで確認してから手術に臨みます。事前に

CT 撮影を行うことで、より精度の高いインプ

ラント治療が可能になりました。 

 

CT の優れている点は、コンピュータ上で骨の状態が 3 次元で再現できるところで

す。これにより、レントゲンではわからなかった骨の奥行きや骨の幅、厚みが正確

に診断できるようになりました。今では、インプラント治療で欠かすことのできな

い重要な検査の 1 つです。また、CT を導入していない医院では、大学病院や提携

クリニックに出向いて CT 撮影をしなければなりません。撮影までの期間が長くな

る上、日程調整も必要でした。当院は CTを完備していますので、治療をスムーズ

に進めることができます。 

【特徴 3】【インプラント光照射器】骨と結合しやすい状態をつくります 

当院は、国内の限られた施設のみに許可された最新機器「光照射器」を導入してい

ます。現在、この機器を設置している歯科医院は全体の 0.5％未満。この光照射器

でインプラント体に特殊な処置を施すと、インプラントが骨と結合しやすい状態に

なります。 

 

実は、インプラントの材料であるチタンは、製造後時間が経つとともに骨との接着

力が弱まっていく特徴があります。劣化した場合、骨とうまく結合できなくなり、

状態によっては抜け落ちてしまうことも。 

 

最近では研究が進み、紫外線を照射すると接着力が回復することが明らかになりま

した。これにより、インプラント体と骨の結合が最善の状態に保たれ、インプラン

ト手術の成功率がより高まったのです。 



 

Copyright(C) 2014 医療法人社団宝樹会.All Rights Reserved. 

【特徴 4】【増骨手術】他院でインプラント治療を断られた方へ 

「あごの骨が少なくなっているのでインプラントはできない」と、他院でインプラ

ント治療を断られた方はいませんか？歯周病や虫歯が悪化して歯を抜いてしまう

と、あごの骨に刺激が伝わりにくくなったり、入れ歯の圧迫であごの骨が薄くなっ

たりします。 

 

こうしたあごの骨が薄くなった患者さまでも、骨を補うことでインプラント治療が

可能になることがあります。これは「増骨手術」と呼ばれ、患者さまのあごの状態

により、「サイナスリフト」「ソケットリフト（オステオトーム）」「GBR」といった、

さまざまな治療方法があります。 

 

【特徴 5】痛みの少ないインプラント治療 

歯科治療に対して「痛い・怖い」というイメージを持たれている患者さまが多いと

思います。当院では、なるべく痛みやストレスを感じさせない、細心の注意を払っ

ています。すべての診療台に電動麻酔器(無痛麻酔器)を設置し、表面麻酔を施して

から電動麻酔器で麻酔をかけます。 

 

さらに、極細の注射針を使い、最も痛みが少な

い部位に刺しますので、針を刺したときの「チ

クッ」とする感覚がほとんどありません。 
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通いやすい 

 

当法人では、入口から診療室、他の治療室まで、スロープやフラットな作りなどに

よって、すべてがバリアフリーになっていますので、車椅子のままでもスムーズに

移動していただけます。 

 

高齢者の方も通いやすい環境で、安心して受けられる治療をご提供するよう心がけ

ています。 

親子同伴で治療を受けられる 

診療室のスペースにゆとりがある点も宝樹会各医院の特徴。お母さまが治療を受け

る際、お子さまも一緒に診療室に入り、目の届くところで待っていてもらうことが

可能です。また、ユニットもゆったりしていますので、お子さまの治療の際には、

お母さまがお子さまを抱っこする形で、一緒にユニットに座っていただくこともで

きます。 

 

宝樹会の各医院では、虫歯治療や矯正など、小児歯科も行っています。技術の高い

スタッフと最新の治療機器類が揃っていますので、基本的にどんなご相談にも応じ

られます。お子さまの成長に合わせて治療を行いますので、歯医者が苦手なお子さ

まも安心してお連れください。 
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ご高齢の方も安心してご来院ください 

宝樹会では、ご高齢の方に対する治療や対応に、充分な配慮を心がけています。そ

の理由は、歯の不具合を解消して「しっかり噛める、食べられる」状態にすること

は、歯の寿命を延ばすだけでなく、他の病気の予防などにも繋がり、元気で長生き

していただける基盤になると考えるからです。 

 

完全予約制＆アクセス至便で通いやすい 

「予約しても結局待たされる」「治療時間が長

引いて予定が狂った」という経験をお持ちの方

も少なくないと思います。 

 

宝樹会では、完全予約制を徹底するとともに、スタッフ全員が常に「時間」を意識

して動くことを心がけ、"待ち時間ゼロ"を目指しています。 

買い物ついでに通える歯科医院（たかのす歯科クリニック） 

「たかのす歯科クリニック」は、大型商業施設「たかのすモール」に隣接していま

す。 

 

診療は予約制ですが、「買い物に出かける時間を目安に予約を入れる」「予約して診

療を受けた後、買い物も済ませて帰宅する」というように、「生活にマッチしたペ

ースで通えるから便利」という声をたくさんいただいています。 
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スタッフ力 

「患者さまに、どれだけ良いサービスを提供できるか？」が重要であると考え、「ホ

テルのコンシエルジュ」や「美容部員」のように、患者さまが困っていることのリ

カバリーを実現し、歯に関してのトータルコーディネートをして差し上げたい...

それが宝樹会の方針です。 

 

患者さまとの接し方や身だしなみを徹底するのはもちろんのこと、質の高いサービ

スを提供するためには、ドクター以外のスタッフも、患者さまからの質問に答えら

れるだけの専門的な知識を身につける必要があります。 

 

そのため、外部セミナーへの参加や院内での勉強会などによって、スタッフ全員が

常に知識を磨き続けています。 

担当スタッフ制を採用しています 

通院するたびに違うスタッフが対応したので

は、患者さまは常に、「初対面の相手と相対す

る緊張感や不安感」を持たれるのではないでし

ょうか？そう考える宝樹会では、初診から治療

終了まで同じスタッフが担当する「担当スタッフ制度」を採用しています。 

 

各スタッフが、最後まで責任を持って担当させていただきますので、どうぞご安心

ください。また、同じスタッフが担当することによって患者さまとの信頼関係も深

まり、お互いに相談し合いながら、納得のいく治療が実現すると考えます。 

 

※スケジュール等によっては、別のスタッフが対応をすることもあります。 
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理事長挨拶 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。ここからは少し、私の想いを書

かせてください。 

 

歯科医療はギャンブルではない 

歯科医療において大切なのは、経験だけに頼ら

ず常に科学的な根拠に基づいた治療を行うこ

とです。どんな治療においても、必ずエビデン

スに裏打ちされているべきだと考えます。特に

海外ではその意識が高く、流行りを追うのではなく、基本に忠実な治療の方がむし

ろスタンダードだったりすることもあります。 

 

日本の歯科治療は、もちろん良いところもありますが、まだまだ発展途上な部分も

あります。そんな中で私が心がけていることは、「世界水準の治療を提供したい」

ということです。そのために、私だけでなく多くの歯科医師の皆さんにも、そうし

た治療を行っていただき、歯科医師全体の底上げも担いたいと考えています。 

 

日本人が海外に出ても、恥ずかしくない口元を提供すること 

海外に行くと、よく外国人の先生から「日本人の歯を診ると、みんな銀歯だね」と

笑われることがあります。というのも、海外、特にアメリカ・ヨーロッパではデン

タル IQ が高く、金属アレルギーの心配がある銀歯は、実はあまりスタンダードな

ものではないのです。そうした話を聞く度、「日本人が世界から笑われている」と

感じてしまい、正直にいうと、ちょっぴり寂しくなるのです。 

 

私の夢は、日本人が海外に出ても、恥ずかしくない口元を提供することです。海外
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の先生からは「やっぱり日本人の口元は違うね！」と言われたいと思っています。

そのためにも、自分自身がシッカリ研鑽を積み、少しでも多くの患者さま・歯科医

師たちに影響を与え続ける存在でありたいと思っています。 

 

歯のお悩みのことなら、ぜひ宝樹会各医院までご相談ください。あなたにピッタリ

な治療をご提案させていただきます。 

 

医療法人社団宝樹会 理事長 

城東歯科クリニック 院長 

佐藤 弘樹 

 

 

 

【経歴】 

平成 3 年  秋田高校 卒業 

平成 9 年  岩手医科大学歯学部 卒業 

平成 9 年  盛岡市 守口歯科クリニック 勤務 

平成 9 年  宮城県栗原市 近藤歯科医院 勤務 

平成 9 年  栃木県足利市 松島歯科医院 非常勤 

平成 9 年  秋田県湯沢市 守口歯科医院 非常勤 

平成 13 年 ふただ歯科クリニック 開業 

平成 18 年 バラジマ歯科クリニック秋田市 開業 

平成 18 年 医療法人社団宝樹会 設立 

平成 20 年 たかのす歯科クリニック 開業 

平成 22 年 城東歯科クリニック 開業 
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各医院へのアクセス 

城東歯科クリニック 

【住所】〒010-0003 

 秋田県秋田市東通 2-1-17 

【電話番号】018-834-1182 

【診察時間】 

午前 9：00～12：30 

午後 14：30～19：00 

休診日：水曜、祝日、日曜午後 

【アクセス】 

●JR奥羽本線・羽越本線 「秋田駅」秋田中央道路出入口から 200m 

●駐車場完備しております。 

ふただ歯科クリニック 

【住所】〒010-0201 

 秋田県潟上市天王字二田 219-122 

【電話番号】018-870-6482 

【診察時間】 

午前 9：30～12：30 

午後 14：30～19：00 

休診日：日曜・祝日 

【アクセス】 

●JR男鹿線 「二田駅」より約 500m 

●駐車場完備しております。 
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たかのす歯科クリニック 

【住所】〒018-3302 

 秋田県北秋田市栄字前網 69 

【電話番号】0186-67-8211 

【診察時間】 

午前 9：00～13：00 

午後 15：00～19：00 

休診日：水曜、祝日、日曜午後 

【アクセス】 

●JR奥羽本線 「鷹ノ巣駅」より徒歩 14 分 

●秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線 「鷹巣駅」より徒歩 14 分 

●駐車場完備しております。 

 

 

 

 

 


