
患者交付文書 個人情報運用管理規定
紹介状4 人事労務関係
紹介状3 通勤交通費支給申請書
紹介状2 雇用契約書
紹介状1 遅刻早退届
通院証明書 労務者名簿
診断書2 休暇届
診断書1 結婚届
治療計画書 休職届
あなたのブラッシング 死亡届
歯周病再発を予防するために 出生届
歯周病のセルフケアポイント 住所変更届
歯周病をご家庭で予防するには 退職願い
お口の中を良好に保つには 忌引き願い
定期健診結果のご連絡 採用決定通知書
歯科疾患管理 不採用通知書
[大人]歯科疾患在宅療養管理・退院時共同指導 採用誓約書
[子供]歯科疾患在宅療養管理・退院時共同指導 身元保証書
歯科衛生士実地指導1・訪問歯科衛生士実地指導 誓約書
訪問歯科衛生指導 就業規則
補管・義歯管理 所得税源泉徴収簿兼賃金台帳
服薬関係 その他
処方箋 歯科技工作成指示書
薬剤情報提供書4 議事録
薬剤情報提供書3 送付案内
薬剤情報提供書2 FAX送信書2
薬剤情報提供書1 FAX送信書1
契約書 連絡表
個人情報開示依頼書 電話連絡帳
手術承諾書 院内連絡書
同意書 注文書
医療費支払計画書 補充リスト

念書 お口の基礎知識
示談書 歯の構造
和解契約書 歯のはたらき
催告書 日常生活と歯のかかわり
カルテ関係 食習慣と歯のかかわり
歯周検査表 乳歯の名前と生える時期
衛生士カルテ3 永久歯の生え変わり時期
予診表 永久歯の寿命
薬歴問診書 歯を失うふたつの原因
患者連絡表 むし歯・歯周病を予防するには
歯列図(子ども用)2 むし歯になりやすい人
歯列図(大人用)2 唾液のはたらき
歯列図(子ども用)1 バイオフィルム
歯列図(大人用)1 親知らずについて
治療計画書 歯ぎしりについて
衛生士カルテ2 第一大臼歯について
衛生士カルテ1 歯の色について
小児連絡表 歯並びについて2
連絡表 歯並びについて1
連絡表 ８０２０運動
受付窓口関係 歯の応急処置について
窓口収入金 口腔疾患について
窓口日計表 むし歯の原因
請求書兼領収書 むし歯の進行
診療予約表2 大人のむし歯
診療予約表1 乳歯のむし歯
医療費控除の申告について 歯周病とは
患者様個人情報の利用目的 歯周病の進行

口臭について
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知覚過敏症について 抜髄
口内炎について 根管充填
顎関節症について 支台築造
歯周病の自己チェック インレー・アンレーの製作手順
顎関節症の自己チェック クラウンの製作手順
歯周病とは深く関係する体の病気 部分入れ歯の種類
ライフステージ 歯内療法
乳幼児期について マウスガード
乳幼児期の歯みがき2 注意事項について
乳幼児期の歯みがき1 麻酔について
上手な仕上げ磨き 抜歯後の注意
学童期について 抜髄後の注意
思春期について むし歯治療後の注意
成人期について フッ素塗布後の注意
妊娠期について 歯周病治療後の注意
更年期のお口のケア 歯周病手術後の注意
老年期のお口のケア 感染根管治療後の注意
お口のお手入れ 根管充填処置後の注意
プラークコントロールについて ブリッジを入れたら
歯みがきについて 入れ歯を入れたら
歯ブラシの選び方 入れ歯の取り扱いについて
歯磨きの方法(バス法) はじめて入れ歯を入れる方へ
歯磨きの方法（ローリング法） レントゲンの安全性
歯磨きの方法（フォーンズ法） 訪問診療
歯磨きの方法（スクラッピング法） 治療の中断について
デンタルフロスについて その他
デンタルフロスの使い方 当医院の治療方針
歯間ブラシについて 患者様へのお願い
歯間ブラシの使い方 携帯電話のご使用はお控えください
歯間ブラシの使用上の注意 お子様とご一緒の方へ
フッ素について 診療を受ける前に
フッ素入り歯みがき剤の使い方 お願い2
入れ歯のお手入れについて お願い1
唾液腺マッサージ 待合室でのお願い
嚥下(えんげ)体操 診療前のお願い2
プロフェッショナルケア 診療前のお願い1
歯科定期健診 予約時間を守りましょう2
プロケアとホームケア 予約時間を守りましょう1
フッ素塗布について ご自宅で歯の治療が受けられます
フッ素イオン導入法の原理 訪問診療いたします
フッ素イオン導入法によるフッ素塗布 初めての永久歯、6歳臼歯を守ろう
シーラントについて かむことは健康への第一歩
PMTCについて 楽しく仕上げみがきをしよう
３DS 笑顔はきれいな歯ならびから
治療法について むし歯予防の4つのポイント
知覚過敏症の治療方法 むし歯はなぜおこる？
顎関節症の治療法 歯周病から歯をまもる
歯周病治療について いつまでも自分の歯でかむために
ホワイトニング治療について 当医院からのお知らせ
自家移植治療について 銀色の詰め物を白くしませんか？
自歯再生治療について 休診のご案内
インレー・アンレーについて お知らせ
充填修復について ご案内
クラウンについて 診療時間のご案内
ブリッジについて 夏期休暇のご案内
コーヌス義歯について 年末年始休暇のご案内
インプラントについて 曜日別担当医師
矯正治療について 滅菌対策は万全です
保隙装置について
局部床義歯について
総入れ歯について
感染根管治療

表彰状24種類
レイアウトのみ68種類
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英語 治療計画図5
予診表（英語） 治療計画図4
デンタルフロスの使い方（英語） 治療計画図3
フッ素塗布後の注意（英語） 治療計画図2
ブリッジを入れたら（英語） 治療計画図1
むし歯治療後の注意（英語） 歯の構造
患者さんへお願い（英語） 矯正治療例
歯みがき方法（バス法）（英語） コンポジットレジン治療例
歯みがき方法（フォーンズ法）（英語） インレー治療例2
歯間ブラシの使い方（英語） インレー治療例1
入れ歯を入れたら（英語） クラウン治療例3
抜歯後の注意（英語） クラウン治療例2
価格表むし歯の治療について（英語） クラウン治療例1
価格表歯周病の治療について（英語） ブリッジ治療例2
催告書（英語） ブリッジ治療例1
治療費支払契約書（英語） パーシャルデンチャー4
手術承諾書（英語） パーシャルデンチャー3
同意書（英語） パーシャルデンチャー2
念書（英語） パーシャルデンチャー1
服薬指示書（英語） フルデンチャー3
中国語 フルデンチャー2
予診表（中国語） フルデンチャー1
デンタルフロスの使い方（中国語） コーヌス義歯2
フッ素塗布後の注意（中国語） コーヌス義歯1
ブリッジを入れたら（中国語） 保隙装置2
むし歯治療後の注意（中国語） 保隙装置1
患者さんへお願い（中国語） インプラント治療例2
歯みがき方法（バス法）（中国語） インプラント治療例1
歯みがき方法（フォーンズ法）（中国語） インプラント
歯間ブラシの使い方（中国語） カリエスの進行
入れ歯を入れたら（中国語） 歯周病の進行
抜歯後の注意（中国語） ラミネートベニア
価格表むし歯の治療について（中国語） オフィスホワイトニング
価格表歯周病の治療について（中国語） ホームホワイトニング
催告書（中国語） 親知らず
治療費支払契約書（中国語） 価格表むし歯の治療について
手術承諾書（中国語） 価格表歯周病の治療について
同意書（中国語） 治療費の目安
念書（中国語） 補綴物の種類
服薬指示書（中国語） 材料の種類
韓国語 医療費控除
予診表（韓国語） 前歯詰め物
デンタルフロスの使い方（韓国語） 前歯クラウン
フッ素塗布後の注意（韓国語） 前歯ブリッジ
ブリッジを入れたら（韓国語） 前歯クラスプ
むし歯治療後の注意（韓国語） 前歯インプラント
患者さんへお願い（韓国語） 臼歯詰め物
歯みがき方法（バス法）（韓国語） 臼歯クラウン
歯みがき方法（フォーンズ法）（韓国語） 臼歯ブリッジ
歯間ブラシの使い方（韓国語） 臼歯クラスプ
入れ歯を入れたら（韓国語） 臼歯インプラント
抜歯後の注意（韓国語） 総義歯
価格表むし歯の治療について（韓国語） ホワイトニング
価格表歯周病の治療について（韓国語）
催告書（韓国語）
治療費支払契約書（韓国語）
手術承諾書（韓国語）
同意書（韓国語）
念書（韓国語）
服薬指示書（韓国語）
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定期健診のご案内 歯
定期健診のご案内 歯牙
定期健診のご案内 歯と歯肉
定期健診のご案内 ブラッシング
子供向け 治療例
大人向け 器材・清掃用具
フッ素塗布のご案内 診療器材
お誕生日カード 清掃用具
お礼・お詫び状等 薬
レイアウトのみ コンピューター

その他
飾り罫・スタンプ
レイアウト
飾り

模型補綴物写真 スタンプ
模型症例写真 動物
模型その他写真

歯の構造
カリエスの進行
歯周病の進行
歯の喪失
歯の萌出
親知らず
根管治療
コンポジット充填
インレー製作
クラウン製作
パーシャルデンチャー
フルデンチャー
ブリッジ
インプラント
ホワイトニング
矯正
人物
ドクター
衛生士
技工士
赤ちゃん
子供
大人
高齢者
その他
キャラ
歯
ばいきん
フッ素
歯科用品
シーン
歯磨きシーン
診療・治療・説明シーン
受付シーン
その他シーン
季節
春
夏
秋
冬

イ
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は
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き

写真・動画・歯牙イラスト

位相差
3D歯牙イラスト

4:03
16:09

パワーポイント


