
恵生会の新体制

恵生会渡辺孝夫理事長・

厚生歯科（管理者：○○）、

池田歯科（管理者：大久保未奈子）

Jデンタル（名称変更・予定管理者：DR.組田．保険診療所）の３院体制

賃貸（健美歯科）：月坪１万円．礼金３か月．敷金３か月

既存設備：共同使用 新規設備：自己投資

既存材料：共同使用 新規材料：自己投資

独立運営：スタッフ，技工所，材料店，自己運営

恵生会委託：会計，税務＝１０％

歩合給：Dr＝２３％。衛生士＝３５％

健美歯科
HD

306号室 池田歯科（１０坪：賃貸料１０万/月）
分院/保険診療所に組み換え・大久保

設備：ユニット２台．デジタルCT・パノラマX線装置．
セレックCAD/CAM装置．セレック光印象装置．
便所．受付．エアコン．電話．室内音楽装置．

２０２号室表西側厚生歯科（３５坪，３５万／月）
仮設本院・自由神慮所・渡辺孝夫

設備：ユニット４台．デジタルデンタルX線装置．受付．待合室．
小児用待合室．IVセデーション一式．PC．室内音楽装置．電

話

201号室裏東側Jデンタル（３０坪，３０万／月）
現在スケルトン、診療所（本院機能）復興予定

医療法人社団

恵生会
会計・税務委託

恵生会：平成30年暫定体制
2017・12・26

賃貸



恵生会の新体制

恵生会渡辺孝夫理事長・

厚生歯科（管理者：○○）、

池田歯科（管理者：大久保未奈子）

Jデンタル（名称変更・予定管理者：DR.組田．保険診療所）の３院体制

賃貸（健美歯科）：月坪１万円．礼金３か月．敷金３か月

既存設備：共同使用 新規設備：自己投資

既存材料：共同使用 新規材料：自己投資

独立運営：スタッフ，技工所，材料店，自己運営

恵生会委託：会計，税務＝１０％

歩合給：Dr＝２３％。衛生士＝３５％

健美歯科
HD

306号室 池田歯科（１０坪：賃貸料１０万/月）
設備：ユニット２台．デジタルCT・パノラマX線装置．
セレックCAD/CAM装置．セレック光印象装置．
便所．受付．エアコン．電話．室内音楽装置．

２０２号室表西側厚生歯科（３５坪，３５万／月）
設備：ユニット４台．デジタルデンタルX線装置．受付．待合室．
小児用待合室．IVセデーション一式．PC．室内音楽装置．電

話

201号室裏東側Jデンタル（３０坪，３０万／月）
設備：ユニット３台．デジタルデンタルX線装置．デジ
タルパノラマX線装置．CO２レーザー．光照射重合器．
PC保険請求システム１システム（MIC）．PC．シャーカ

ステン．カンテン印象システム．受付．待合室．室内
音楽装置．電話

恵生会

会計・税務委託

健美歯科より借用

恵生会：
２０１６・１０・２０



形式
A: 医療法人の売却
B: 202号室の賃貸+法人売却
C: 202号室・201号室の賃貸+法人売却

成功報酬
取引対価の５％ あるいは最低150万円
（賃貸の場合の取引対価の対象）
（法人売却・賃貸の混合の場合の対象）

取引対価
退職金
貸付金の返還
土地建物等の不動産
内装・設備
医療機器および付属備品
のれん代
取引後に承継先から受領する給与，顧問料（期間）
外部の弁護士・会計士，税理士代

契約：１年毎に契約
契約終了後，３年間有効



医療法人社団恵生会 恵生会

住所：千葉県市川市八幡2-16-16クレール本八幡．最寄駅；ＪＲ本八幡駅徒歩２分，京成八幡駅徒歩３分，
地下鉄新宿線本八幡駅徒歩１分．新行徳街道沿い．Ｇパンさかいの上２Ｆ

厚生歯科（インプラント専門医，渡辺孝夫）：インプラントの窓口

インプラントの相談，治療申し込みはこちらへ：０４７－３３４－５１５１

インプラント・歯周病メンテナンスセンター

ＣＴ装置・インプラントシミュレーションソフト・静脈内鎮静法（日帰り全身麻酔），口腔内スキャン装置，ＣＡＤ
/CAMデジタル装置（ＯｎｅＤａｙトリートメント装置），ＣＯ２レーザー治療装置，完備です．

院長はインプラント治療40年，患者数900人，多数の学術，多彩な手術経験をもつインプラント専門医です．人
工骨を用いないサイナスリフト(アントラナ法），Ａｌｌｏｎ４+アントラナ２法，下歯槽神経移動術，ＩＯＴE（術中組織

伸展法），上顎洞の解剖，上顎インプラントのラウンドマークになるＺＡＣ点の考案，などのオリジナルの手術法
および学術業績をもっています．日本口腔インプラント学会．アメリカのインプラント学会（ＡＯ）．ヨーロッパのイ
ンプラント学会（ＥＡＯ）の会員，アクティブメンバーです．他医院でのインプラントトラブルあるいはメンテナンス

相談もいたします．

Ｊデンタルクリニック：歯科急患・一般歯科の窓口

歯科急患，一般歯科初診の申し込みはこちらへ：０４７－

保険診療です．女医が担当します．小児，お年寄りなど丁寧な治療をこころがけて
います． キッズルームあり．経験豊富なスタッフが診療の介助をいたします．

申し込みは診療時間内におねがいいたします．

診療時間外の申し込みは，留守電話が対応します．お名前．連絡先電話番号．

申し込み内容をお伝えください．後ほど，返信いたします．

306号室 池田歯科
設備：ユニット２台．デジタルCT・パノラマX線装置．
セレックCAD/CAM装置．セレック光印象装置．
便所．受付．エアコン．電話．室内音楽装置．

２０２号室表西側厚生歯科
設備：ユニット４台．デジタルデンタルX線装置．受付．待合室．
小児用待合室．IVセデーション一式．PC．室内音楽装置．電

話

201号室裏東側 Jデンタル
設備：ユニット３台．デジタルデンタルX線装置．デジ
タルパノラマX線装置．CO２レーザー．光照射重合器．
PC保険請求システム１システム（MIC）．PC．シャーカ

ステン．カンテン印象システム．受付．待合室．室内
音楽装置．電話

医療法
人社団
恵生会

恵生会：ＨＰ 場所：マップ

診療時間

診療：特徴・内容

連絡・相談方法



厚生歯科（インプラント専門医，渡辺孝夫）：インプラントの窓口

インプラントの相談，治療申し込みはこちらへ：０４７－３３４－５１５１

インプラント・歯周病メンテナンスセンター

ＣＴ装置・インプラントシミュレーションソフト・静脈内鎮静法（日帰り全身麻酔），口腔内スキャン装置，ＣＡＤ
/CAMデジタル装置（ＯｎｅＤａｙトリートメント装置），ＣＯ２レーザー治療装置，完備です．

院長はインプラント治療40年，患者数900人，多数の学術，多彩な手術経験をもつインプラント専門医です．人
工骨を用いないサイナスリフト(アントラナ法），Ａｌｌｏｎ４+アントラナ２法，下歯槽神経移動術，ＩＯＴE（術中組織

伸展法），上顎洞の解剖，上顎インプラントのラウンドマークになるＺＡＣ点の考案，などのオリジナルの手術法
および学術業績をもっています．日本口腔インプラント学会．アメリカのインプラント学会（ＡＯ）．ヨーロッパのイ
ンプラント学会（ＥＡＯ）の会員，アクティブメンバーです．他医院でのインプラントトラブルあるいはメンテナンス

相談もいたします．

Ｊデンタルクリニック：歯科急患・一般歯科の窓口

歯科急患，一般歯科初診の申し込みはこちらへ：０４７－

保険診療です．女医が担当します．小児，お年寄りなど丁寧な治療をこころがけて
います． キッズルームあり．経験豊富なスタッフが診療の介助をいたします．

申し込みは診療時間内におねがいいたします．

診療時間外の申し込みは，留守電話が対応します．お名前．連絡先電話番号．

申し込み内容をお伝えください．後ほど，返信いたします．

池田歯科 まとめ診療電話：０４７
－３３４－８７４４
306号室（約10坪）

設備：ユニット２台．

厚生歯科 インプラントの窓口
電話：０４７－３３４－５１５０
２０２号室 表西側（約35坪）

設備：ユニット４台．

Jデンタルクリニック
歯科急患・一般歯科の窓口
電話：０４７－３３４－８７５２
201号室 裏東側 （約30坪）

設備：ユニット３台．

医療法
人社団
恵生会

医療法人社団恵生会 恵生会
住所：千葉県市川市八幡2-16-16クレール本八幡．最寄駅；ＪＲ本八幡駅徒歩２分，京成八幡駅徒歩３分，地下鉄新
宿線本八幡駅徒歩１分．新行徳街道沿い．Ｇパンさかいの上２Ｆ

場所：マップ

診療時間

診療：特徴・内容

連絡・相談方法



３つの歯科医院が集まった歯科医院モールです．一般の歯科医療からそれぞれの専門を生かした高
度な治療まで，歯科のあらゆる治療をうけられるような総合歯科医療をめざしています．

ＣＴ装置・インプラントシミュレーションソフト・静脈内鎮静法（日帰り全身麻酔），口腔内スキャン装置，ＣＡＤ/CAMデジタル装置（ＯｎｅＤａｙトリートメン
ト装置），ＣＡＤ／ＣＡＭミリング装置，ノンメタル冠，ノンメタル義歯などメタルアレルギーのすくない治療．ＣＯ２レーザー治療装置，完備です．

院長はインプラント治療40年，多彩な手術経験，多数の学術実績をもつインプラント専門医です．人工骨を用いないサイナスリフト(アントラナ法），Ａ
ｌｌｏｎ４+アントラナ２法，下歯槽神経移動術，ＩＯＴE（術中組織伸展法），上顎洞の解剖，上顎インプラントのラウンドマークになるＺＡＣ点の考案，

などのオリジナルの手術法および学術業績をもっています．日本口腔インプラント学会．アメリカのインプラント学会（ＡＯ）．ヨーロッパのインプラ

ント学会（ＥＡＯ）の会員，アクティブメンバーです．他医院でのインプラントトラブルあるいはメンテナンス相談もいたします．

申し込みはそれぞれの歯科医院に診療時間に直接おねがいいたします．

診療時間外・休診中の申し込みは，留守電話が対応します．お名前・連絡先電話番号

・申し込み内容をお伝えください．後ほど，返信いたします．

池田歯科 歯科矯正・小児歯科

申し込みはこちらへ

電話：０４７－３３４－８７４４
306号室 ３Ｆ

厚生歯科 ２Ｆ表西側 インプラント専門診療科

専門医，渡辺孝夫
インプラントの相談・申し込みはこちらへ

電話：０４７－３３４－５１５０

Jデンタルクリニック ２Ｆ裏東側 保険診療所

一般歯科・口腔外科・口腔粘膜疾患
歯科急患の申し込みはこちらへ

電話：０４７－３３４－８７５２

クレール本八幡

歯科モール

医療法人社団恵生会 恵生会

クレール本八幡・歯科モール
住所：千葉県市川市八幡2-16-16．クレール本八幡ビル２Ｆ，３Ｆ．新行徳街道沿い．Ｇパンさかいの上２Ｆ

ＪＲ本八幡駅徒歩２分 京成八幡駅徒歩３分 地下鉄新宿線本八幡駅徒歩１分

ＨＰ：takao@kosesika.or.jp

代表ＦＡＸ：０４７－３３６－４０６６

mailto:takao@kosesika.or.jp


３つの歯科医院が集まった歯科医院モールです．一般の歯科医療からそれぞれの専門を生かした高
度な治療まで，歯科のあらゆる治療をうけられるような総合歯科医療をめざしています．

ＣＴ装置・インプラントシミュレーションソフト・静脈内鎮静法（日帰り全身麻酔），口腔内スキャン装置，ＣＡＤ/CAMデジタル装置（ＯｎｅＤａｙトリートメン
ト装置），ＣＡＤ／ＣＡＭミリング装置，ノンメタル冠，ノンメタル義歯などメタルアレルギーのすくない治療．ＣＯ２レーザー治療装置，完備です．

渡辺孝夫院長はインプラント治療40年，多彩な手術経験，多数の学術実績をもつインプラント専門医です．人工骨を用いないサイナスリフト(アント
ラナ法），Ａｌｌｏｎ４+アントラナ２法，下歯槽神経移動術，ＩＯＴE（術中組織伸展法），上顎洞の解剖，上顎インプラントのラウンドマークになるＺＡＣ

点の考案，などのオリジナルの手術法および学術業績をもっています．日本口腔インプラント学会．アメリカのインプラント学会（ＡＯ）．ヨーロッパ

のインプラント学会（ＥＡＯ）の会員，アクティブメンバーです．他医院でのインプラントトラブルあるいはメンテナンス相談もいたします．

申し込みはそれぞれの歯科医院に診療時間に直接おねがいいたします．

診療時間外・休診中の申し込みは，留守電話が対応します．お名前・連絡先電話番号

・申し込み内容をお伝えください．後ほど，返信いたします．

池田歯科 ３Ｆ (35坪）

歯科矯正・小児歯科
申し込みはこちらへ

電話：０４７－３３４－８７４４

厚生歯科 ２Ｆ表西側 (30坪）
インプラント専門診療科

インプラントの相談・申し込みはこちらへ

電話：０４７－３３４－５１５０

Jデンタルクリニック ２Ｆ裏東側 （30坪）

一般歯科・口腔外科・口腔粘膜疾患
歯科急患の申し込みはこちらへ

電話：０４７－３３４－８７５２

クレール本八幡

歯科モール

医療法人社団恵生会 恵生会

クレール本八幡・歯科モール
住所：千葉県市川市八幡2-16-16．クレール本八幡ビル２Ｆ，３Ｆ．新行徳街道沿い．Ｇパンさかいの上２Ｆ

ＪＲ本八幡駅徒歩２分 京成八幡駅徒歩３分 地下鉄新宿線本八幡駅徒歩１分

ＨＰ：takao@kosesika.or.jp

代表ＦＡＸ：０４７－３３６－４０６６

平日 土曜日 日曜日

午前：
9時-12時30分

○ ○

午後：2時-5時 ○ ○

夜：6時-８時 ○ ○

mailto:takao@kosesika.or.jp


永井荷風の晩年と同時期に、市川市八幡町で少年
時代を送った著者のよもやま話。
まだ田舎町だった昭和20年代の本八幡の暮らし・
祭り・遊びがあれこれ描かれている。
屋敷と農家の町だった戦前はほとんどなかった銭
湯が、戦後人口の急増と共に増えて、本八幡駅周
辺にはいくつもあったようだ。荷風も著者もあちこち
の銭湯に行っている。著者はある時隣り合わせて、
裸の荷風の体格のよさに驚く。そして刺青を目撃す
る。
混雑を嫌って営業時間外に特別料金で入る”闇湯”
というのがあったというのも初めて知った。
今や、藪知らず裏の「藪の湯」も、総武線踏切り脇
（現在の都営新宿線本八幡駅付近）の「昭和湯」も
廃業し、まだ営業しているのは「菅の湯」だけとは
寂しいものだ。
市川市在住者、特に本八幡利用者にはとても興味
深い本である。

八幡新道（新道通り；新行徳街道）と
永井荷風と昭和湯（クレール本八幡ビル）

http://www.amazon.co.jp/gp/reader/4863100450/ref=sib_dp_pt
http://www7.ocn.ne.jp/~daik88/images/kafusanpoL.jpg


恵生会の運営

厚生歯科：保険診療（保険治療・保険内自費治療）

池田歯科：自由診療（非保険治療）

医療提供

歯科医；大久保美奈子 渡辺孝夫

衛生士；石坂 渡辺悦子

助手；

受付；

事務：中村文計

ホームページ

診療形態：保険診療（保険治療・保険内自費治療）；PCカルテ・PC会計
自由診療（非保険治療）；手書きカルテ・手書き会計

診療時間：

健美歯科
HD

306号室 池田歯科（自由診療）
設備：ユニット２台．デジタルCT・パノラマX線装置．
セレックCAD/CAM装置．セレック光印象装置．
便所．受付．エアコン．電話．室内音楽装置．

２０２号室表西側
厚生歯科（保険診療）

設備：ユニット４台．デジタルデンタルX線装置．受付．待合室．
小児用待合室．IVセデーション一式．PC．室内音楽装置．電話

医療法人社団
恵生会

保険事務・会計・税務・営業・福利厚生

恵生会：２０１８・２・５

月 火 水 木 金 土 日

午前 9時～１時 ✖

午後 ２時～５時 ✖

夜 ６時～８時 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

保険
診療

自由
診療

保険
診療

保険
診療

自由
診療

自由
診療

保険
診療



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
エンパワーヘルスケア株式会社
伊東美侑

【サイト修正・お写真差し替えご依頼用メールアドレス】
epark-seisaku@empower-hc.com

【システム説明、契約内容等、お合わせ専用メールアドレス】
epark-support@empower-hc.com

【コールセンター】
0120-981-354

【代表】
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館 1F
TEL：0120-981-354（月～金 9：00～19：00）
FAX：03-3578-6381
ホームページ：http://www.empower-hc.com/
━━━━━━

渡辺 孝夫 様

お世話になっております。
エンパワーヘルスケア株式会社の伊東でございます。
先ほどはご丁寧にご対応いただき、誠にありがとうございます。
お電話ですりあわせた内容を元に、ターゲットと構成を練り直しました。
下記、ご確認ください。

mailto:epark-seisaku@empower-hc.com
mailto:epark-support@empower-hc.com
http://www.empower-hc.com/


ＪＲ総武線本八幡駅徒歩２分 京成八幡駅徒歩３分

地下鉄新宿線本八幡駅徒歩１分

シニアにやさしい歯科医療提供
一般歯科；大久保未奈子

幅広い年齢層の患者さんの治療を手掛けます。

シニアインプラント：渡辺孝夫（インプラント専門医）

インプラント歴40年、900症例を経験するベテランです。

シニア対象の一般歯科、口腔外科も手掛けます。

メンテナンス専門歯科衛生士：石坂あい子、渡辺悦子
治療後のメンテンナンスを専門に手掛けています。

受付、助手： 佐々木、広瀬、鴨下、増田

20年近くの経験をもつベテランです。気楽にお声

かけください。

ホームページ：市川市 厚生歯科 で検索ください。

診療室は２F：ビル正面左脇の入口か、
ビル右脇の通りから入って階段をご利用ください。

車いす、歩行の不自由な方はビル正面左脇の入口
からエレベーターをご利用ください。

お車で来院の方は最寄りの駐車場をご利用ください。

タクシーをご利用の方は：新行徳街道、クレール
本八幡ビル、Gパンサカイを目印にご来院ください。

診療時間： 急患の方はその旨、お申し出ください。

医療法人社団恵生会 恵生会

クレール本八幡ビル厚生歯科
047-334-5150

月 火 水 木 金 土 日

午前 9時～１時 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ✖

午後 ２時～６時 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ✖

夜 ６時～８時 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

住所：千葉県市川市八幡2-16-16．クレール本八幡ビル２Ｆ

ここ

エレベーターの方はここから 元気な方はここから



厚生歯科
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Keyword：シニア歯科
シニアにやさしい歯科
歯槽膿漏
安心治療
点滴麻酔下のインプラント手術
インプラント治療後のメンテナンス
いればとインプラント歯科

■ターゲット
義歯で悩んでいるシニア
手術が怖くてインプラント治療をさけているシニア人
年齢を気にしてインプラント治療をさけているシニア
スタッフもながくインプラント治療に携わっているベテランです。インプラント治療についてわか
りやすく説明してくれます。
インプラント
するのが得意です。
《噛むことに対して苦労をしている50～60代の女性》
∟噛むことに対して悩み、信頼出来る歯科医院をお探しの方
∟歯科医院や歯科治療に対して不安や恐怖を抱えている方
■構成
《治療内容》
１．診療方針

シニアのインプラント診療
侵襲の少ないインプラント手術
点滴麻酔（静脈鎮静法）

インプラントを長持ちさせるメンテナンス

（前回のおはなし：根本から改善させる再度悪くさせない治療・予防）

２．インプラント
１）持病をお持ちの方でも治療が受けられる静脈内鎮静法によるインプラント治療
２）難症例の方でも対応可能な技術と設備
３）事故のリスクも軽減させる最小限の治療

３．予防
１）これ以上歯を失わないための予防処置

４．虫歯
１）前回のお話：急な痛みやトラブルを出来る限り早く改善させる処置

５．入れ歯もしくは詰め物・被せ物

■こだわり
１．治療の事前説明
⇒不安になりがちな治療前に対して、安心させるための取り組みをご紹介し、
安心感と信頼感をお伝えする

２．痛みへの配慮
⇒過去、怖い治療を経験してきたであろうご年配の方へ安心感を与えられるようなとりくみの紹

介

３．先生の専門性・人柄
⇒院長先生が外科が得意なことの紹介とベテランのスタッフさまの紹介

４．アクセスが便利
⇒足が重くなりがちなご年配の方へ、通いやすさのアピール

■先生のご紹介
・歯医者さんになったきっかけや、やりがいなど
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

以上です。
上記確認いただき、内容を確定させた上で再度取材の日程を調整させていただきます。
そのほか不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
では、ご返信お待ちしております。よろしくお願いいたします。


