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LAZARUS
ラザロレポート

「ラザロレポート」では 月に一度、株式会社 LAZARUS のニュースをお届けします。
弊社が取り組んでいることや、スタッフ紹介、小説「DT らざろクン」をご一読ください。

矯正歯科セミナーコース

“ 歯 並 び 塾 ” ス タ ー ト！

歯科医師
対象

7 月末より弊社を会場にした、歯科医師対象の矯正歯科
セミナーコース「歯並び塾」をスタートいたしました。
講師は広島大学名誉教授 丹根一夫先生です。
初回は 20名近くの方にお集まりいただきました。
症例相談やデモンストレーションなど､矯正についての
新しい情報を 惜しみなくお話しいただき、会場が知の
喜びに満ちているようでした。
今後も引き続き開催の予定です。
ご興味のある先生は､弊社までお気軽にお問い合わせ
くださいませ。
▶ 丹根先生を囲み、和やかな雰囲気の中 質問や会話が弾んでいました。
実際に手元を近くで見られるなど、とても好評の様子でした。
次回開催の際はぜひともご参加ください。
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広島の原爆ドームと資料
館に家族で行ってきまし
た。下の娘は怖くて泣い
ていました。。
台風の影響でかなり駆け
足の見学でしたが、
良い夏になり
ました！
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▶広島グルメも楽しみま
した！お好み焼きと、子
供も大ハマり中のタピオ
カが美味しかったです！
名産ではないですが ( 笑 )

▲鰹節・もやし・背油が大盛
りのラーメン！ふらっと入った
んですが美味しかったです♪

（技工士・
下郡）
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山口の実家に帰省しました！
2 頭の犬に出迎えられと
ても癒されました〜
珍しい黒いチャウチャウ
のノブナガと、コーギー
のアンコです！
（技工士・澤村）

地元の近く、丹波篠山市
の「まけきらい稲荷」
に友人と行きました！
並ぶ鳥居が圧巻でした！
（事務・真鍋）

こちらのレポートは、医療従事者への情報提供を目的としております。
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大人気連載！！

～新人技工士らざろクンの臨床奮闘記～

「察した上でのメッセージ」

保護施設出身のミクニ。
常に「撫でて撫でて」と甘えん坊なのですが、飽きてくると
噛むフリをして「触るのやめろ」と伝えてきます。
それに気づかず撫でていると本当に噛んできますが、これは
“察する” ことができない私が悪いのです。

第 10 話 「 誘 惑 」

ところが「猫は人の感情が理解できる “察する生き物”」
っていうくせに
先日、私がすごく落ち込んでいる日にいきなり噛まれ、
思わず泣きました。（実話）
直後、こっちが泣いてるのに再び甘えて
きてドン引きしました。
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でも、これはメッセージなんですね。
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「泣きたいなら泣けばいい。
そして甘えたらいいんだよ☆」ってね。

年月は流れ流れて 年、
先日 NSで急に知らない
人から連絡があり、よく見
てみると何と件のチカコ
ちゃんからではないか。

はやる気持ちを抑え、
メッセージを読んでみると、
「久しぶりに会いたい」
と・・。

「越せない冬はない」と言わ
れるが、らざろクンも例外
ではなく、長い冬が明けて
ついに春がやってきたのだ
ろうか？

新人技工士の「らざろクン」 顔で話しかけてきてくれた
が小学校 年の時、学級長
のである。
を選ぶ際に押し付け合いに
らざろクンはそんな優しい
なり、持ち前の正義感で「僕
チカコちゃんに、小声で
がやります！」と立候補し
「浪速のマザー・テレサや
たものの、先生に「やっぱ
で・・・」と呟くのが精一
りくじ引きにしましょう」
杯であった。
と却下された事は、今となっ
ても苦い思い出である。

そんならざろクンは小３の
時、クラスメートのチカコ
ちゃんにほのかな恋心を抱
いていた。
当時、クラスで一番目立た
ない男子であったらざろク
ンに対し、チカコちゃんは
いわゆる「クラスのマドン
ナ」であり、完全に「スクー
ルカーストの最上級と最下
級」に位置する関係であっ
た。
しかしチカコちゃんは、そ
んならざろクンでも邪険に
扱うことは無く、いつも笑

理解。ありがとう。

☞先月からダイエットとしてご飯の量を制限して
いましたが、きれいに 5.3kg を維持！え、なんで？
猫のダイエットについての情報をお待ちしております…
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デート当日、らざろクンは
一張羅に身を包み、先輩に
もらった香水を濡れるほど
振り、フリスクを３ケース
ほど咀嚼してデートに臨ん
だ。

緊張しながら店でチカコ
ちゃんを待っていると、つ
いに彼女が来たのである。
当時と全く変わらない、
ひまわりのような笑顔。
会わなかった日々は、彼女
をあまりにも美しく成長さ
せていた。

「眩しい、今の自分にはあま
りにも眩しすぎる・・・。」
らざろクンはまともにチカ
コちゃんの目を見ることが
できなかったが、少量のハ
イボールは、らざろクンの
「舌の調べ」の潤滑油として
は十分であった。

こうして（らざろクンだけ）
会話を楽しんでいると、
チカコちゃんが唐突にこう
言った。

「ところでらざろクンは
今の収入に満足してる？
めっちゃ汚れのとれる
洗剤があるんやけど 。
…
権利収入って聞いたこと
ある？」

そう、賢明な読者諸君には
御察しの通り、「マルチ商法
のお誘い」だったのである。

無知ならざろクンはその気
になってしまい、今ではら
ざろクンが NSで同級生
に連絡する側である。

そしてその結果、元々少な
かった友達がゼロになって
しまった事は、言わずもが
なである。
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（デザイナー 野元）

〜巻き込まれてしまう空気感！
？〜

歯科技工士

三輪 明良
Miwa Akira
技工士歴：11 年

̲̲̲̲ 多く担当している
のはどんなケース？

幅広く担当していま
すが、その中でも審
美症例が多いです。絶
対的な正解がないので
センスが問われるなと感じます。

̲̲̲̲̲ それについて、気をつけていることは？

ドクターと患者様、そして技工士の感覚
を早い段階ですり合わせて、同じゴー
ルを目指せるように心がけています。
̲̲̲̲̲ 私生活で大切なのは？

「食」です！美味しいものを食べに行く出
費は惜しくないんです！
家でも料理をしやすいように、今年、キッ
チンの大きな家に引っ越しました！
近所の市場で買い出しから始めるのが楽
しいです。

※当たり前ですが、登場人物・ストーリーはフィクションです
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̲̲̲̲̲ 喫茶店も好きなんだとか？

堺筋本町「吉次」のタン刺
が本当に美味しいんです！

株 式 会 社

炒飯、得意です！紅生姜と
ネギは欠かせません～

先日の勉強会での発表。と
ても有意義な時間でした。

どこに行くにもまず寄ります！名古屋出
身だからですかね。休憩って感じだと思
います。
最初は驚かれたけど、いまや友人みんな慣れ
てくれました ( 笑 )
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LAZARUS
大阪府大阪市中央区本町 2-3-4
アソルティ本町 7F

TEL
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06-6266-3500 FAX 06-6266-3501
info@lab-lazarus.com
http://www.lab-lazarus.com

です♪
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〒541-0053

更新中

ホームページに
リンクがございます！
こちらのレポートは、医療従事者への情報提供を目的としております。
ぜひぜひフォローして
くださいませ♡

