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青葉台の閑静な住宅街の中に診療所を構え、古くからこの地域の歯の健康を支えてきた谷本歯科医院。院長のご
長男である隆先生が診療に加わったのは2000年のこと。「患者が選んだ名医ランキング」にランクインした確かな治
療技術は、昔ながらのベーシックな治療法を得意とする院長と、新しい治療法を積極的に取り入れている隆先生の
お二人の力があってこそだろう。隆先生にお話を伺った。(取材日2008年5月29日)

歯科医になって、天職だと感じるようになった
―歯科医師を志したきっかけをお聞かせください。
歯科医である父に影響を受けたことが大きいでしょう
ね。私にとっては一番身近な職業でしたし。歯科医に
なるまでは、自分に向いているのかどうかわかりま
せんでしたが、歯科医になってからはいろいろな意
味で天職だと感じるようになりました。私の行なった
募集中! あなたの街の「頼れるMy

ドクター」をご紹介ください。抽選で
プレゼント！

治療で、患者さんに喜んでもらえたときなどは、歯科
医になってよかったと心底思いますね。

募集中! みなさんの医療に関する
意識調査アンケート実施中！抽選
でプレゼント！

―得意とされている治療分野はありますか？
ドクターズファイル特集

どのような患者さんが来院されるかわかりませんので、どんな患者さん
地域特集

の希望にもお応えできるように、弱点のないオールマイティな治療を行な

横浜市港北区

っていきたいと考えています。とは言うものの、やはり一人では限界もあ

医師会の活動とその役
割についてご存知です
か？

りますし、専門的に治療を行なっている先生には到底かないません。私
の元に来てくださる患者さんが、間違った治療のために不利益を被ること
があってはなりません。ですから、新しい治療法を積極的に取り入れつ

特集

つ、基本的な治療を、忠実に丁寧に行なっています。スタンダードな治療

レポート

法でも、丁寧に行なうことで、感動を与えることもできますし、期待以上の
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結果を残すこともありますね。得意な治療分野を強いてあげるとすれば、
歯列矯正についてでしょう。専門の先生の下で数年間にわたって勉強を
してきた経験があります。しかし、何十年も専門的に治療してらっしゃる
先生にはかないません。私にできることといえば、数年間の経験を生かし

え、 歯磨き粉でホワイトニング？

て、技術に定評のある先生をご紹介したり、どんなタイミングで治療を行

orapearl.jp
製薬会社が8年をかけて開発した歯磨き粉 歯
の黄ばみを除去し、真っ白な歯になれる

なえば良いのかなどアドバイスをすることくらいです。虫歯の治療のつい
でに、矯正について相談してみたい。自分のことではないが、家族の歯
並びについて相談したいなど、そのような気軽な気持ちで相談いただけ
ればと思います。

関連コンテンツ

←前

1

2

3

次→

あなたの街の頼れる病院・医者探し「ドクターズ・ファイル」。東京～横浜エリアの病院・医者の総合医療情報サイト、続々拡大中！

街の頼れるお医者さん 2397 人、医院・病院 21,254件掲載中！(2013年02月28日現在)

TOP > 一覧 > 谷本歯科医院
全ての医院・病院・お医者さんを見る

谷本歯科医院

▽地域を指定する

谷本 隆 副院長
エリア・沿線

▼

東京都

▼

神奈川県横浜市

▼

神奈川県川崎市

▼

青葉台駅 (横浜市青葉区) / 歯科

基本情報

ドクターズファイル

検診・治療レポ

最新医療トピックス

医院からのお知らせ

クチコミ

最寄駅で検索
診療科目で検索
フリーワードで探す

検索

最寄駅「青葉台」で探す
診療科目「歯科」で探す

←前

1

2

3

次→

信頼を寄せてくださる患者さんの気持ちに応えたい
―思い出に残る患者さんとのエピソードをお聞かせください。
どの方もそれぞれに思い出深いですから、どれかひとつだけというのは
難しいですね。今、これまでを振り返ってみただけでもたくさんの患者さ
んとの出会いがありますからね。なかには長いお付き合いになる患者さ
んもいらっしゃいます。勤務先が変わっても、決して通いやすい場所では
ないにもかかわらず、私の診療を求めてついてきてくださるんです。本当
に頭の下がる思いでいっぱいです。自分を信頼してくださるというのは嬉
しいですし、期待を裏切ってはならないという良いプレッシャーにもなって
います。お付き合いの長さに関わらず、来院くださる患者さんは、私に何
かしらの期待をして来てくださっていると思いますから、その気持ちに応
えられる診療を行なっていきたいですね。
―昔に比べて、患者さんの訴えや症状に変化を感じることはあります
募集中! あなたの街の「頼れるMy

ドクター」をご紹介ください。抽選で
プレゼント！

か？
意識したことはないですね。患者さんが変わったというよりも、むしろ私自
身が変わったこと、ステップアップしていることを実感します。若い頃だっ

募集中! みなさんの医療に関する

たら、「抜いたほうが良いに決まっているのに、どうして理解してくれない

意識調査アンケート実施中！抽選
でプレゼント！

んだろう」と、治療効果ばかりを優先してしまい、患者さんの立場や考え
を尊重できないようなこともありました。今でもまだまだ、足りないかもしれませんが、経験を積むにつれて、患者さん
の気持ちに添えるようになったと思います。私が変わったことで、患者の要求も変わってきたということもあるかもしれ

ドクターズファイル特集

ませんね。昔は、頑固な患者さんが多いと思っていたのですが、頑固だったのは私自身だったのかもしれませ
地域特集
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医師会の活動とその役
割についてご存知です
か？

ん…。昔に比べたら、現在は、お互いに気持ちの良い診療ができていると思っています。
―休みの日はどのように過ごされていますか？
数年前に始めた自転車が趣味ですね。先日も
200kmのレースに参加してきました。軽い気持ちでは

特集

じめたのですが、練習すればした分だけ、確実に結

レポート

果にあらわれますし、筋肉がついたり、持久力が高
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まったり、身体の変化が感じられるのも楽しいです
ね。傍から見ると、自転車に相当のめり込んでいるよ
うに見られているようですが、私としては趣味と実益
を兼ねて、自転車を通じて得たことを診療にも生かし

歯並びの治療なら矯正認定医へ

ていると思っているんですよ。基礎体力をつけること

www.iijima-kyousei.net
当院独自のオーダーメイド歯列矯正 あなただ
けの理想の歯並びに！無料相談

や、長距離のレースでは体力を効率よくマネジメント
することも大切です。それらは、診療においても無駄
になっていないと思っています。
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治す場所から、歯に対する意識を高める場所でありたい
―患者さんと接するときに心がけていることはありますか？
患者さんにとって、どうしたら最善の診療ができるの
か、何が最善の治療なのかを見つけることですね。
患者さんによって、考えや立場が違うように、同じよう
な虫歯で来院されたとしても、同じ治療がベストであ
るとは限りません。患者さんのお話を聞きながら、私
の意見を押し付けることなく、一緒に最善の診療を見
つけていくことを心がけています。また、「この痛みだ
けなくなればいいよ」とおっしゃる患者さんでも、私の
話し方ひとつで、歯の健康に対する意識を持っても
らうこともできますから、ひとりでも多くの患者さん
に、一生をご自身の歯で噛めるような高い意識を持
募集中! あなたの街の「頼れるMy

ドクター」をご紹介ください。抽選で
プレゼント！

っていただけるようにと思っています。私の言葉で、
自分の歯を大切にしようと思っていただくことができれば本望ですね。
―今後の展望をお聞かせください。

募集中! みなさんの医療に関する
意識調査アンケート実施中！抽選
でプレゼント！

より多くの方々の力になれるように、そして、昨日の治療よりも今日の治
療の方が少しでも進歩していたいと思っています。歯科の分野はどんど
ん進化しているので、歯周再生治療や、拡大スコープを用いた精度の高
い治療など、これまでできなかったことが可能になっています。積極的に

ドクターズファイル特集

勉強を重ねて、進歩し続けることで、患者さんにも喜んでいただきたいと
地域特集

思っています。また、ほとんどの方にとって、歯科は、できればかかりたく

横浜市港北区

ない場所ですよね。でも、歯科にはご自身の健康のために有益なことが

医師会の活動とその役
割についてご存知です
か？

たくさんあるんです。歯科をもっともっと上手に利用して、快適な生活を手
に入れることができるのだと思えば、歯科に来ることが少しは楽しくなる
かもしれません。現在は、治療方法も細分化しているため、ご自分の望

特集

みに合う歯科医に出会うまでは、時間がかかるかもしれません。もし、歯

レポート

の健康に対する意識を見出せないでいるのであれば、それは私たち歯科
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医の努力不足にほかなりません。歯科は歯を治す場所だけでなく、歯に
対する意識を高める場所であり、予防の場でありたいと考えています。患
者さんの意識がより高いものに変化していくように、これからも歯科医とし
てはたらきかけていきたいです。
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