
医療法人社団 泉晶会 
 
飯田橋内科歯科クリニック 

こちらのＱＲコードから当院ＨＰをご覧になれます。 
見学のご希望はお電話にてご予約下さい。 
 
また、Googleストリートビューでの院内見学もHPからご覧になれます。 



研修医の先生方、はじめまして本学70回卒医療法人泉晶会理事長の
麻生田です。 

 
当クリニックにご興味をお持ち頂き、ありがとうございます。 

 
今年度も新型コロナの影響で、研修システムが大きく変更となり研
修医の先生方も大変戸惑っていると聞いておりますが、そこは先生
方のやる気と熱意で十分クリアできるものと考えております。 

 
当クリニックではベテラン指導医たちが先生方の記念すべき歯科医
師人生の第一歩を責任を持ってサポートしています。 

 
早速、当院のご紹介をさせて頂きたいと思います。 
 

 



当院の所在地について 

 飯田橋交差点（五差路）から５０
メートル 

 

 日本歯科大学附属病院から徒歩５分 

 

 東京メトロ、都営大江戸線 

  飯田橋駅より徒歩１分 

 

当院は数ある臨床研修施設の中で最も
本学に近い場所にある医療機関です。 

日本歯科大学附属病院からも徒歩5分の
好立地となっておりますので、ご見学
の際は病院の帰りにもお寄り頂く事が
出来ます。 



当院の臨床研修プログラムについて 
本年度の受け入れ人数は各ピリオド２名です。 

 

まずは医療人としての心構えを学んでいただき、その後各科研修担当医がご指導に当
たります。 

 

研修終了までには、先生ご自身で患者さんの治療が出来るところまでご指導いたしま
す。 

 

過去に当プログラムで参加された先生は全員、治療計画の立案・患者さんへの説明・
治療までを自力で完結させるところまで習得して頂きました。 

 

どのステップまで進めるかは研修をお受けになる先生のやる気次第だと考えておりま
す。 

私どもも全力でご指導させて頂く所存です。 



医院概要 
 診療科目（歯科） 

  一般歯科・小児歯科・口腔外科・歯周病科 

  矯正・インプラント・審美歯科・予防歯科 

  スポーツ歯科・咬合治療・訪問診療 

 

 診療科目（他科） 

  内科・整形外科・小児科 

  手技運動療法科 

 

 

「内科歯科」の名称が示す通り、歯科と内科・整形外科・小児科（現在休診中）およ
び手技運動療法科（整体）が連携して多方面からひとつの疾患にアプローチするとい
う、他に例を見ない多職種連携のコンセプトの元に診療を行っています。 

 
また、プラセンタを用いた歯周治療をはじめとして、今後はヒアルロン酸、ボトック
ス等の美容系アプローチも併せて推し進めていく予定です。 



一般歯科・小児歯科 
歯科医師・歯科衛生士・歯科助手の担当制のチーム医療です。 

 

小児の口腔育成における矯正の一期治療としては、拡大床やＴ４Ｋ、プレオルソ
等を用いて治療／指導を行っています。 



口腔外科・歯周外科・ 
インプラント 

麻酔専門医による鎮静下で行う、 

口腔外科／インプラント認定医の外科手術。 



矯正 
認定医によるワイヤー矯正の他、近年著しく需要が 

伸びているマウスピース矯正も、インビザライン／ 

アソアライナー／DPEALそれぞれの認定医で対応しています。 



整体と連携して行う咬合治療 
現在当クリニックでは肩こり・腰痛・片頭痛等の寛解はもとより、
アトピー・花粉症・白血病・パーキンソン病・突発性間質性肺炎
等医科で難病指定されている疾患に対して連携医療によりアプ
ローチし、症状改善への好感触を得ています。 

 

全身の骨格とのバランスを考慮しない限り咬合を評価することは
できません。 



トップクラスのプロ/アマアスリートへ当院オリジナルマウスピースを 
提供することでスポーツを医療の側面からバックアップしています。 

現在ATP世界ランキング 
日本人トップ： 
東京オリンピック日本代表 
西岡 良仁 
（プロテニスプレイヤー） 

伊澤 波人 
（K-1 ファイター） 

リオ・東京オリンピック 
２大会連続出場 
 
土居 美咲 
（プロテニスプレイヤー） 

山田 幸代 
（プロラクロス選手） 

この他ラグビーや 
モトGPライダー等への提供も行っています 

スポーツ歯科 



高齢者／障がい者への専門チームによる
訪問診療 

わが国の超高齢社会に対応できる能力を向上させるため、
ドクター、スタッフは外部で行われる認知症対応や摂
食・嚥下の講習会等にも積極的に参加しています。 

 



連携医療における 
他科診療風景 
治療師による当院オリジナル骨盤調整法（ペルビック
セラピー）嚙み合わせを評価する場合、全身の骨格の
バランスが取れていることが前提となります。 
 

現在休診中の医科部門ですが、近い将来 
美容皮膚科との連携も企画中です 



私が常日頃若いドクターたちに伝えていることは、「これからの歯
科医療は一口腔単位で患者を診るのではなく、一個体単位（一人間
単位）で診なければいけない」という事です。 

 
すべての歯科医療従事者は、咬合が全身に及ぼす影響を深く認識す
べきと考えています。研修医の皆さんにもぜひ、咬み合わせと全身
との関係を知る絶好の環境の下で学んで頂き、将来のご自身の歯科
医療にお役立て頂きたいと思っています。 

 
もちろん、常に連携医療のみを行っているわけではなく、一般的な
歯科治療が中心です。 

また、当院にはトップレベルの口腔外科、矯正、咬合、インプラン
ト、審美、麻酔、補綴等多くの認定医・専門医が在籍し、若いドク
ター達の指導に当たっています。 



スタッフセミナー／実習 

豚顎骨を用いた指導医による歯周外科実習。 
（研修医は粘膜縫合の実習）や、外部講師を
招いた接遇のスキルアップの勉強会等、医療
人として社会人として毎日が勉強です。 
 
 



患者さん／スタッフ合同健康講座 

外部講師を招いた健康セミ
ナーや、当クリニックドク
ターが講師を務める健康講座
も好評です。 
 
また、インストラクターを招
いて参加自由のヨガ等のエク
ササイズ教室やダイエット講
座・サプリメント講座等も開
催しています。 
 
 



院内・外部講師によるスタッフ勉強会・研究会 
 
令和３年度は実習以外では以下の題材で行いました。 
 
・新型コロナウイルス対策と次亜塩素酸水 
・歯周病組織再生療治 
・歯周基本治療から歯周外科移行の勘どころ 
・最新外科器具の使用法 
・口腔機能低下症（WEB） 
 
 



ケースカンファレンス・始業前ブリーフィング 

チーム毎の症例検討会や、当日予定されている個々の患者の診療についての打ち
合わせを行います。 



院内設備 
 総ユニット数 ８台 

 ・一般診療用 ４台 

 ・予防歯科用 ２台 

 ・オペ専用  １台 

 ・特診    １台 

 Ｘ線装置 

 ・ＣＴ 

 ・セファロ 

 ・パノラマ 

 ・デンタル 

 ・医科用全身レントゲン 

 マイクロスコープ 

 パルスオキシメーター 

 口腔外バキューム 

 医科 

 ・診療室 ２室 

 ・手技運動療法科治療室 

 ・セミナー室 

 ・多目的マルチスペース 

一般診療用ユニット 



予防歯科用ユニット 



オペ室（インプラント・口腔外科・歯周外科等） 



特診室（連携医療等） 



歯科Ｘ線室 

ＣＴ・セファロ・パノラマ・ 
デンタル 
全て一室にまとめられています 



院内マルチスペース 
整体の治療室はマルチスペース
としての役割もあり、 

４０名収容可能なセミナー室と
して利用します 

 
また、特診室のビデオカメラと
は有線でつながっており、特診
で行われている診療をライブで
大型スクリーンに映し出して見
学することが出来ます。 

 



スタッフ 

 スタッフは総勢 ４５名 

   

歯科医師       １６名 

歯科衛生士      １１名 

歯科助手        ８名 

受付・事務       ５名 

あんま・マッサージ師  ２名  

鍼灸師         １名 

整体師         ２名 

 

 



理事長紹介    麻生田 泉 
学歴 
 昭和５０年 日本歯科大学 入学 

 昭和５６年 日本歯科大学 卒業（７０回卒） 

 昭和５７年 東京医科歯科大学大学院（第二歯科理工学講座） 

 昭和６１年 東京医科歯科大学大学院 学位取得 

 

職歴 
 日本歯科大学附属病院 臨床研修講師 

 目黒区歯科医師会 副会長 

 東京都社会保険診療報酬明細書審査委員会委員 

 目黒区学校歯科医会監事 

 東京都日本歯科大学校友会 城南連合会長 

 日本歯科大学校友会目黒支部 支部長 

 日本歯科大学医療保険問題研究会 幹事 



医療法人社団 泉晶会 
飯田橋内科歯科クリニック 
理事長   麻生田 泉 

ここまで当院の紹介をご覧いただき、ありがとうございました。 

 

いかがでしたか。 

私どもの医療にご興味をお持ち頂けましたでしょうか。 

 

これからの歯科医師は、患者さんにとってお口の健康を守ることのみに留まらず、全身の
健康についての相談が出来る存在になるべきだと私は考えております。 

 

他院では学ぶことの出来ない連携医療を是非一度ご見学にいらしてください。 

これからの歯科医療を担う先生方と今後の歯科医療の可能性について語り合えることを、
楽しみにしております。 

こちらのＱＲコードから当院ＨＰをご覧になれます。 
見学のご希望はお電話にてご予約下さい。 
 
また、Googleストリートビューでの院内見学もHPからご覧になれます。 
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