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外丸齒科医院

いつまでも口から美味しくご飯を食べること。

生き生きと笑顔を絶やさず、楽しく会話を楽しむこと。

歯と口の健康は 、生きがいのある健やかな暮らし に

必要不可欠です。

歯と口の健康づ くり を通して 、皆 さまが 、住み慣れた

この吾妻の地で、いつまでも安心して健やかに暮らして

いくためのお手伝いをすることが、外丸歯科医院の願い

で す 。 今 後 と も 、 ご 支 援 、 ご 指 導 の 程 何卒 よ ろ し く

お願いいたします。

いつでも、誰にでも。人に優しい歯科医院

完全バリアフリー設計の、十分なゆとりがある診療スペースは、

お体の不自由な方も安心して受診することができます。

駐車場から受付、診療室内まで車いすを降りることなく移動

できます。化粧室用も車いすでのご利用が可能です。

安心で、社会に信頼される、安全な歯科医療の提供

診療スペースは、プライバシーに配慮した設計になっており、

個室診療室も完備しております。X腺撮影における放射線防護や

院内感染対策予防に配慮し、患者様にとって安心・安全で信頼

される歯科医療の提供を目指しております。

癒しと安らぎの診療空間

木材をふんだんに使った温かみのある内装が、歯科医療への

不安を和らげてます。窓からは吾妻の美しい山々を眺めること

ができ、癒しの空間づくりに一役買っています。まちライブラ

リーを併設した、明るく開放感のある待合室が、地域の皆様の

語らいの場となることを願っております。
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沿革

昭和5年 初代院長外丸平八郎、東京市下谷区車坂町（現在の東京都台東区

上野）に外丸歯科医院を開設。

昭和20年 太平洋戦争激化、東京大空襲の後、5月に現在地である群馬県

吾妻郡岩島村（現在の東吾妻町岩下）に移転開院

昭和54年 外丸隆宜、2代院長に就任

平成23年 外丸雅晴 副院長に就任

平成24年 新診療所竣工

平成27年 医療法人平静会外丸歯科医院に組織変更

施設基準

明細書発行体制加算

歯科外来診療体制等加算

歯科疾患総合治療管理料

在宅療養支援歯科診療所

歯科疾患在宅療養支援管理料

クラウン・ブリッジ維持管理料

歯科用CAD/CAM装置を用いた歯冠補綴

かかりつけ歯科医機能強化型診療所

※施設基準とは、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、

健康保険法等の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた保険診療の

一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面や

サービス等を評価するための基準になります。

医院概要

所在地 〒３７７-０８１５

群馬県吾妻郡東吾妻町岩下２１４

TEL ０２７９－６７－２１５５

FAX ０２７９－６７－２６７５

診療科目 歯科、歯科口腔外科、小児歯科

歯科訪問診療への対応 可

歯科医師 2名（常勤）

歯科衛生士 ４名（常勤、非常勤）

受付、歯科助手 ４名（常勤、非常勤）

沿革、医院概要



診療理念

初代院長外丸平八郎が恩師より贈
られた言葉である、「共存共栄」を開院
以来の診療理念としております。
「生きがいのある暮らし」に歯と口の
健康は必要不可欠です。
外丸歯科医院は、開院以来の「共存
共栄」の診療理念を尊び、安心・安全
で社会に信頼される安全な歯科医療
の 提供と地域歯科保健活動を通して、
地域の皆さまが住み慣れたこの地で、
いつまでも「生きがいのある暮らし」を
実現することをお手伝いし、当院の存
在が、「活力のある、誇りをもってくら
せるまちづくり」の一助となることを診
療目標としています。

外丸齒科医院

初代院長の恩師
佐藤運雄による
「共存共栄」の書



歯科医師紹介

院長 外丸隆宜（とまる たかのぶ）

歯学博士（日本大学）
昭和45年 日本大学歯学部卒業

昭和45年～49年 東京ガス保健診療センター勤務
昭和49年～ 外丸歯科医院勤務

日本大学歯学部卒（S45年）
東京ガス保健診療センター歯科勤務（S45～49）

元日本大学歯学部（保存学教室歯周病学講座）兼任講師
元吾妻郡歯科医師会長
元群馬県社会保険診療報酬支払基金審査委員

平成18年 群馬県総合表彰 保健分野受賞
平成21年 厚生労働大臣表彰 歯科保健事業受賞

外丸齒科医院



歯科医師紹介

副院長： 外丸 雅晴 （ とまる まさはる）

博士（歯学） 新潟大学
平成11年 福岡県立九州歯科大学（現公立大学法人九州歯科大学）卒業
平成21年 新潟大学大学院医歯学総合研究科修了

平成11年～16年 群馬大学医学部附属病院歯科口腔外科勤務
平成16年～23年 医療法人美心会 黒沢病院歯科口腔外科医長
平成23年～ 外丸歯科医院勤務

群馬県高等歯科衛生士学院講師（H14～）
労働衛生コンサルタント（保健衛生）
介護支援専門員

日本口腔外科学会認定医
日本有病者歯科医療学会専門医
日本歯科放射線学会認定医
日本口腔感染症学会認定医
日本歯科人間ドック学会認定医
インフェクションコントロールドクター（ICD）
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士
日本顎咬合学会認定医
歯科医師臨床研修指導医

平成25年 群馬県歯科医師会 奨励賞受賞

外丸齒科医院



診療案内

歯科

虫歯と歯周病は予防が可能です。予防を重視し、一生口から食べることが
出来る健康づくりを目標とします。虫歯や歯周病により、食事や会話などの
機能的な問題に加え、見た目の問題が生じます。治療により歯と口の形態や機
能が取り戻されると、健康的な美しさを取り戻すことができます。インフォームド
コンセントを重視した、患者様中心の治療を進めてまいります

歯科口腔外科

歯と口にはさまざまな疾患が発生します。
抜歯から近年増加傾向にある顎関節症、ドライマウス、癌などに至るまで、
診断と治療を行うのが歯科口腔外科です。
必要に応じて、大学病院などの高次医療機関やかかりつけの病院・医院様と
医療連携をはかりながら、治療を進めてまいります。

小児歯科

一生健康な歯と口で暮らすためには、子供の頃からの歯と口の管理が重要
です。お子様と保護者様、歯科医院が協力し三位一体となって、生涯にわたる
歯と口の健康づくりの基礎固めをいたします。

歯科訪問診療

ご病気などのため、歯科医院に通院して歯の治療が受けることが難しくなった
皆さまのために、歯科医師・歯科衛生士がご自宅や施設にお伺いして、
歯の治療や保健指導を行うのが、歯科訪問診療です。在宅療養支援歯科
診療所の施設基準を満たしております。

外丸齒科医院



院内のご案内

受付 化粧室 待合室

歯科医院の顔が受付です。

木材をふんだんに取り入れ、柔ら

かいデザインで、歯科医院を訪れ

た時の緊張をほぐしてくれます。ご

不明な点はお気軽にお尋ね下さい。

多目的トイレを完備しております。

車椅子を使用されている方、お体の

ご不自由な方、お子様からお年寄り

まで安心してご利用できます。

外丸齒科医院

陽光の降り注ぐ明るい待合室は、
歯科治療への不安を和らげてくれます。
地域の皆さまの語らいの場であり、
院内のパンフレットや図書から、
歯科保健への啓蒙を進めて参ります。

平成29年に、まちライブラリーあがつま
外丸歯科を併設しました。



院内のご案内

診療室１ 診療室２ IT機器

パーテーションで区画化された、

3台のユニットを完備しております。

すべてのユニットは、車椅子の横

付けが可能です。

完全個室診療室です。

歯科口腔外科小手術などの実施時の

使用を想定しております。

救急救命器具など、不測の事態に対

応できる機器を備え付けております。

X線画像のデジタル化、レセプト

のオンライン請求に対応したＩＴ

機器を導入しております。

治療の詳細のわかる明細書を交

付し、わかりやすい歯科医療の

提供に努めております。

外丸齒科医院



診療設備のご案内

診療ユニット 歯科X線装置 歯科吸引装置

欧米のスタンダードであり、感染・

安全対策に優れたフライング

システムユニットを導入しています。

車椅子に乗ったままで、ユニットの

すぐ脇まで移動可能です。

従来よりはるかに少ない照射線量で、

高品質なX線画像を得る事の出来る、

最新式のデジタルX線装置を導入し

ております。車椅子に乗ったままで

の撮影も可能です。

歯科診療中には、有害性のある

粉じんやミストが発生します。

歯科吸引装置（口腔外バキュー

ム）は、素早く診療中に発生する

粉じんやミストを吸引し、診療室

をクリーンな環境に保ちます。

外丸齒科医院



診療設備のご案内

ダイアグノデント 生体モニタ装置 AED

レーザー光を用いて、見えにくい歯

と歯の間などのむし歯を調べる機

器です。痛みを伴う事もないため、

お子様や妊婦の方なども安心して

検査を受けることができます。

歯科治療中も持続的に、血圧、脈拍、

呼吸の状態などを測定するための装

置です。急な体調の変化にいち早く対

応し、安心で安全な歯科医療の提供

に努めてまいります。

不測の緊急事態に備えて、自動

体外式除細動器（AED）を設置し

ております。

音声で使用方法を指示してくれ

るため、誰でも、安全に使用する

事ができます。

外丸齒科医院



院内感染対策について
当院は、日本歯科医学会のガイド
ラインを遵守した院内感染対策マ
ニュアルを作成し、院内感染対策
に努めております。

また、当院には、群馬県内では唯
一の、日本口腔感染症学会・院内
感染対策認定医が常勤しておりま
す。

歯の切削や義歯の調整に使用す
る器具は、患者様毎に滅菌したも
のを使用しておりますのでご安心
ください

Ｓｉｎｃｅ １９３０



ロゴマークについて

当院の設計を担当した、（株）米田
設計の橋本匡司先生のデザイン
です。

吾妻の山々をイメージした濃淡の
ある緑色と、吾妻川のせせらぎを
イメージした青色で、歯科医院を
意味する歯が描かれています。

Ｓｉｎｃｅ １９３０


