１９９３年、アメリカの小児科

耐熱ガラス製哺乳びんの必要性を

かつ長期にわたる使用が可能な、

ことに着目し、多くの臨床データ

にクオリティの高い日本製『ドク

時間を費やし、２００２年、つい

そして、多くの技術者と多くの

強く感じていた。

に基づき開発された。

ターベッタ哺乳びん』を完成させ

乳育児の赤ちゃんに病気が少ない

『ドクターベッタ哺乳びん』
は、母

「幼児期に起こる病気の ％は、

ちゃんがママのおっぱいを飲むよ

が原因」といわれているため、赤

硝子製作所の職人によって一つ一

い手作りガラス工場の一つ、奥谷

東京都内に２軒しか残っていな

たのである。

うな理想的な姿勢で授乳できるよ

つ作られるのは、機械による大量

くデザインの同哺乳びん。これを

話題です

good ミルクが
耳管にはいりやすい。

ママのおっぱいのように伸びて、

はママの乳首。乳首の波型部分が

乳首 』も 開 発された。目指したの

に」をコンセプトにした『ブレイン

づいて「飲む乳首から、噛む乳首

また、昨年、助産師の経験に基

ができると、情報に敏感な歯科医

らの口腔ケアに、一層の意識付け

うコンセプトは、赤ちゃんの頃か

「飲む乳首から噛む乳首に」
とい

開始以降も高い支持を得ている。

イン』シリーズは、今年２月の販売

た『 ドクターベッタ哺乳びん ブレ

と、助産師が考案した乳首を供え

この小児科医が考えた哺乳瓶

と言われている。

て記憶力や集中力を高めたりする

て歯を丈夫にしたり、脳を刺激し

果としては一般的に顎を発達させ

からとても重要なことで、その効

咀嚼することは、赤ちゃんの頃

せ、咀嚼を促すというもの。

×Not

お口と舌にフィットすることで、

咀嚼する
（噛む）
を促すクロスカット乳首は、
ママのおっぱいのように優しくのびます。

師の間でも注目されている。

助産師が考えた
ドクターベッタ哺乳びん ブレイン乳首

上顎と下顎をしっかり上下運動さ

歯医者さんが作ったデンタルケア用品販売サイト「デンタルフィット」 http://shop.dentalfit.net/で取り扱い中。

頭を寝かせた状態で授乳すること

う、ボトル部分に独特のカーブを
これにより、赤ちゃんの耳管へ

再現するためには、熟練した職人

生産が難しい、独特のカーブを描

のミルクの流れ込みや誤嚥を防

の腕が必要だったのだ。

もたせてあるのが特徴だ。

ぎ、空気の飲み込みを軽減するな
ど、
様々な効果も報告されている。
このアメリカ製の哺乳びんが、
日本で輸入販売されるようになっ
たのは１９９５年のことだが、当
時はプラスチック製のみだったた

巷で

母乳授乳と同じ姿勢
（角度）
でミルクが飲めます。

管へ入りにくい。

医グループによって考案された

アメリカ発、
日本で
進化する「哺乳びん」



め、輸入元の株式会社ズームティ

ただいま、

◯ Good!! ミルクが耳
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ーは、
キズが付きにくく衛生的で、

Dentalism Catch Up

歯科医院

×

建築探訪

困難な条件から生まれた快適性。

岸田歯科診療所
［東京都・目黒区／院長・岸田昭彦］

外観は、狭い間口でもアイキャッチとなるようエッジを効かせたロイヤル
ブルー。
３面道路の立地を活かし開放的な診療スペースを実現。アプ
ローチをゆるやかなスロープにし外と内を同じレベルでつなげる事によ
り、限られたスペースでも狭さを感じさせない開放的な空間となった。

ゆりの木 歯科・矯正歯科クリニック
［東京都・練馬区／院長・小山和泉］

本院とは別に、
自宅１階に構えた分院。不規則形の狭小スペースにセ
ファロやユニットを無駄なく配置。受付カウンターやソファ、待合スペー
スに取り入れられたＲ壁は、視覚的にも優しい印象。矯正治療のため
には、
セファロ付レントゲンが必須であったため、
セファロ位置を決めて
から各部をレイアウト。ユニットを特注し、患者が寝た状態でも回転する
機能を持たせたことにより、診療スペースを小さくすることが可能に。

今回、探訪するのは、自宅と診

療スペースが同居している歯科医

院、
『岸田歯科診療所』と『ゆりの

木歯科・矯正歯科クリニック』
。

両物件を手がけたのは「人に優

しい建築」をコンセプトに、世界

にただ一つの個性あふれる建築

を、クライアントの立場で設計デ

ザインするプロスタイルデザイン

株式会社だ。常盤台にヘッドオフ

ィスを、南青山と自由が丘にショ

ールームを構え、個人住宅から集

合住宅、各種店舗や医院、商業ビ

ルまで幅広く手がけている。

担当した孫野貴雄氏によれば、

どちらの物件も、土地の形状が複

雑で、極めて限られたスペースだ

ったため、必要な設備を機能的に

配置することに苦心したという



が、同社の豊かな経験と工夫によ

社内にプロデューサー、
設計者、
インテリアコ
ーディネーターをかかえ、
プロジェクトごとにチ
ームを組み、
建築デザインから、
施工ビルダー
の選定、
資金・事業計画、
アフターサービスま
でを一貫してプロデュースしている。

り、患者にとっても、医院にとっ

代表・古賀信寛
本社・東京都板橋区常盤台1-12-5
（代）
203-5914-3656
http://www.prostyle-design.com/
index.shtml

ても、
心地の良い空間が実現した。

プロスタイルデザイン株式会社



注目の歯科医師インタビュー
原宿デンタルオフィス

山﨑長郎

Star Dentist Interview

撮影／中島繁樹 取材・文／丹羽麻理

１９８０年に設立され、今や世

界でも３本の指に入る会員数を誇

る、日本最大のスタディーグルー

プ Ｓ Ｊ Ｃ Ｄ（ Society of Japan

）
。
Clinical Dentistry
その会長として、立ち上げから

現在に至るまで、中心となって会

を率いてきた山﨑長郎先生は、第

一線の歯科医師として『原宿デン

タルオフィス』に立つ傍ら、かつ

て手本としてきた世界に向けて、

その活動を発信する日々を送って

いる。

ま
―ずは、ＳＪＣＤ 周年おめで
とうございます。振り返ってみて

いかがですか。

山﨑 感慨深いね。故レイモンド

キムをメンターとして、表参道の

オフィスからスターとしたグルー

プが、今や全国に のブランチを

もち、１７００名もの会員が歯科

医療の向上に励んでいる。みんな

本当に頑張っているし、素晴らし

いメンバーばかりだよ。

組織が大きくなる過程におい
―
て、困難はありませんでしたか？

山﨑 ほとんどなかったね。ＳＪ

ＣＤは、日本の国に先駆けて地方

分権になっているからね。おおま

かなルーティンは決まっているけ
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「日本のトップランクは世界のトップランク
ただし、
欧米のトップランクは意識が違う」

MASAO
YAMAZAKI

として、自分自身が考え得る最高

だけど、その分、一人の歯科医師

これ差配するようなことはないん

山﨑 組織運営について僕があれ

大変なことなのでは？

と
―はいえ自院での診療と、ＳＪ
ＣＤの会長職との両立というのは

性を活かした運営をやっている。

れど、地方ではそれぞれが地域特

から教育は、ますます大切になる

日本全国から学びに来るよ。これ

山﨑 研修ルームがあるからね。

こ
―ちらには、学ぶ環境も整備さ
れていると伺いましたが。

がフォローしてきてくれたからね。

員たちが見ることによって、彼ら

をモットーとしてきた。それを会

して最高の仕事をするということ

したいと考えてきたし、トップと

ペックとしては世界一だと思って

てを医院につぎ込んだからね。ス

るとき、最後の道楽だと思って全

山﨑 ３年前に今のビルに移転す

オペ室も最先端の設備を備え
―
ていらっしゃるそうですね。

るのは実に嬉しいよ。

勉強した先生方が成長する姿を見

けど、より良い歯科医療を求めて

だろうね。自分は教育者じゃない

録されるし、嘘はつけない。

レンドだろうね。モニターにも記

イクロスコープは、これからのト

術の映像を送ることもあるね。マ

を見ることもできる。遠隔地に手

になっているから、ライブでオペ

全ての治療のビデオがとれるよう

施術するというケースも多いね。

医や口腔外科医が来て、チームで

いる。大きい手術の場合は、麻酔

いても積極的ですものね。

先
―生は、インターディスプリナ
リー・アプローチ、連携医療につ

アリングしたらいいんだよ。

ちがいるんだからさ、ワークシェ

犯す。日本には素晴らしい先生た

いことをやろうとするからミスを

の実力を過信したり、できもしな

が、ある程度経験を積んで、自分

れだけ慎重にやるからね。ところ

誤が起こるんだけど ･･･
。
「過ち」
というのはビギナーにはない。そ

難しいの。だからいろんな医療過

いる人だと思う。これがね、結構

いうのは、自分の実力をわかって

ことは間違いない。アベレージも

ンクは世界のトップランクである

演しているけど、日本のトップラ

山﨑 これは一言では難しいね。

ち
―なみに、日本の歯科水準をど
のように評価されていますか？

だから。

らい、現代の歯科医学はすごいん

とんど叶えられると言っていいぐ

者さんなら、その人の希望は、ほ

程度、歯科にお金をかけられる患

パートがいるんだから、高度なレ

は、それぞれのジャンルにエキス

療の難しいケースだなんてときに

僕は年間 回近く海外に行って講

ベルで連携するに限る。今、ある

山﨑 矯正、大きなインプラント

高いと思う。考えてみたってさ、

人間の視力の6～32倍で見えるマイクロスコープ
（歯科用拡大鏡）
は、
より精
度の高い治療を行うために必要不可欠。

のサージェリー、あるいは根幹治

ね。僕はね、スマートな医者って

山﨑 自分に正直であることだ

先生が治療において最も大切
―
にされていることは何ですか？

の治療デザインやスタイルを追及

マッサージチェアを可変して作られたデンタルチェアが一際目を引くオペ室。
クリーンルームにもなるオペ室で使われるハードウエアは、
ほぼドイツ製。

10



注目の歯科医師インタビュー Star Dentist Interview

日本人の手先の器用さ、繊細さは
ピカイチだよ。ところが、欧米の
トップランクは意識が違う。ミッ

の ％がインプラ
ントを打つらしい。
トラブルも多いと
聞いている。日本

ハードな毎日を送られていま
―
すが、ストレス解消法は？

山﨑 ストレスはないね！ ある

とすれば、仕事に始まり仕事に終

わるって感じだな。いい仕事がで

きるとスカッとするしね。逆に、

１００％を目指しているのに ％

とか ％しか力が出し切れなかっ

たかな、
と思うことがたまにある。

は、いろんな意味で日本が世界一

はそうでもなかったんだけど、今

に」と言っている。自分が若い頃

語を覚えろ、表現もアグレッシブ

ら、若い人たちには、いつも「英

なジレンマを抱えている人は多い

るという勇気や自信もない。そん

ど、かといって自費診療のみに絞

だけでやっていくのは厳しいけれ

ないのは事実だけどね。保健診療

山﨑 お上に頼っていても仕方が

もやるというのはいただけない

ね。お金がないからって、なんで

選択肢を与えることができないと

インプラントにするのか、患者に

歯にするのか、
歯を延長するのか、

ものでなければならないよ。入れ

というのは、患者にとって公平な

を続けてきてくれたおかげだよ

先達たちが、この世界でいい仕事

や、松尾
（通）
先生のような審美の

に登場していた近藤（隆一）先生

に研鑽を重ねている歯科医師が大

先生。この道一筋の彼を慕い、共

する熱い思いを語ってくれた山崎

医師として誇りと、歯科医療に対

豪放磊落。飾らない言葉で歯科

それが何よりのストレス。
だけど、

だと思っているね。
だろうね。

ね。うちの患者なんて「これはオ

ね。都市部ではもう当たり前にな

時期といえるだろうね。歯科医師

師人生の中でも、今が最も大変な

台。分院もあったから、トータル

置いていないけど、それ以前は７

たかなぁ。今はチェアを４台しか

なんだけどね。

にとっても、実はハッピーなこと

もそのほうが患者にとっても自分

すぐに他へ行っちゃうから
（笑）
で

から、
あっちへ行け」
なんて言うと、

えてくるだろうね。

っているけど、地方でも今後は増

勢いる日本の歯科医療の未来は、

局、
この仕事が大好きなんだよね。

う」
っていうエネルギーになる。結

それが「よし！ この次は頑張ろ

世界で一番とは嬉しいですね。
―
それでも、歯科医院が置かれてい

レよりあっちの医者の方が上手い

は、大きな病院で吸収されること

で 台ぐらいで看てたかな。
でも、

く、今から開業する人たちは、不

者さんを持っている医院はともか

既に開業していて、ある程度の患

うに思われますか？

近
―頃、インプラントバブルとい
う言葉をよく聞きますが、どのよ

かと思ってね
（笑）

もう年だし、患者を絞っていこう

んは気持ちまで変わるんだよね、

が白く美しくなるだけで、患者さ

は、いいジャンルだと思うよ。歯

美
―しい歯に対する意識は、今後
ますます高まりそうですね。

決して捨てたものではないはずだ。

は稀で、個人開業が中心だから、

退転の決意がないとね。

山﨑 韓国で講演したときに聞い

表情が違う。前回
『デンタリズム』

山﨑 そうだね。審美っていうの

自費率の向上を目指す動きが
―
活発にも見えるのは、激しい競合

た話だけど、韓国では全歯科医師

歳ちょっと前ぐらいだっ

先生が自費診療のみに移行し
―
たのはいつ頃からですか？

治療に関する様々な知識交流の場として、
技術向上の場として、
勉強会や多用
な用途に使用されている研修室。各デスクにマイクロスコープが設置されている。

る環境が厳しいとは皮肉です。

わけがない。治療

ントでいいという

かんでもインプラ

ちろん、なんでも

いいるけれど、も

には ～ ％ぐら
15

ションがあると思っているんだよ
ね。自分が受けた最高の学問を、
地域や世界の人たちに還元しなけ
ればならないという使命感があ
る。日本人は謙虚というか、謙遜
の美徳のようなものがあって、優

85

10

山﨑

正確な骨の状態や、上下左右あらゆる確度から顎
を見ることができる３Ｄの歯科用ＣＴは、
インプラント
の術前診査や、患者の負担軽減のためにも必須。

山﨑 私が経験した 年の歯科医

秀さが伝わりにくいんだよ。だか

80

東京都渋谷区渋谷2-1-12
パシフィックスクエア4F
203-3400-9405
http://www.harajuku-dental.net

■原宿デンタルオフィス

50

と長引く不況の影響でしょうか。
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山﨑長郎
（やまざき・まさお）
1945年長野県出身。1970年東京歯科大
学卒業。原宿デンタルオフィス院長。SJCDイ
ンターナショナル会長。東京SJCD最高顧問。
趣味／50歳を過ぎてから始めたゴルフ

Profile

20

40

「オステル ＩＳＱ」日本でも新型が発売さ
れていますね・
・
・。オシャレでカッコイイ。

日本で未承認の「ノーベルアクティブ」も展
示されていたが、
以前の勢いは・
・
・。

会場受付付近

プランメカ社のユニット
「 Sovereign
」。
最上位機種でユニットが回転する。
背版のシートが特徴的。

シロナの新型ユニット
「TENEO」。象徴的なユニッ
ト下の蛇腹がなくなりスッキリ。無影灯もLED化。
「ノーベルアクティブ」のパンフレット。
この形態が 「プロマックス ３D」画像総合ソフト
「Romexis」
は
非常に注目されている。
日本の評価は如何に・
・
・。 最近Macとの協力関係でiPhonと連携も可能に。

スプラソンで有名なサテレック社の「ピエゾトーム 元祖、
ご存じの「ピエゾサージェリー」。競合他社も プランメカ社のユニット
「コンパクト」。ボリュームあ プランメカ社の無影灯
２」。
日本は薬事承認待ち？デモ、
結構やってました。 たくさん出て来てこれから価格戦争の時代かも・
・
・。 るシート。テーブルのインパネも変更。
LED化が進んだ最新タイプ。

日時：４月16日～18日
（3日間） 場所：サンテックシティーホール
（シンガポール中心部）
リポート：デンタリズム特派員 ドクターＫ

ＩＤＥＭシンガポール2010 レポート

巨大なアジア市場に向け
世界の歯科がプレゼン。

ＩＤＥＭシンガポールは、２

年に一度、ドイツで開催されて

いるＩＤＳ（ケル国ン際デンタ

ルショー）のサテライトイベン

トで、ドイツとシンガポールで

交互に行われているデンタルシ

ョーだ。

規模は本家ドイツと比べると

小さく、幕張メッセぐらいの展

示規模だろうか。ドイツＩＤＳ

は欧米や中東からの人々が多い

のに対して、ＩＤＥＭは東南ア

ジア諸国や中国、インドなどか

全体的な雰囲気としては、新

らの参加が多い。

製品がそれ程発表されていない

こともあり、市場の停滞や縮小

大手インプラントメーカーの

を感じさせるものだった。

ブース規模やスタッフ投入数か

らも世界的な景気が垣間見え

る。欧米の歯科企業は未だリー

マンショックの後遺症を引きず

っているかのようであった。

ＣＴ撮影機は、専用機と
パノラマＣＣＤ合体型へ。

世界的な潮流であるＣＴ撮影

機は、今後、ＣＴ専用機と、パ

10

mm

ｌ
ｐ

ジッペラーの製造元であるVDW社。
ファイルの原
針は世界各国に輸出されるエンドに特化した企業。
ｌ
ｐ

１６

Vatech社の歯科用最新CT「Pax-Zenith３D」。 JMM「プレビスタ」の最新タイプ「Pax－Duo3D」。韓国の大手レントゲン専門メーカー
「Vatech」。
座位タイプで最大撮影サイズは
ボクセルサイズ０．
０８ｍｍ、
JMMのプレビスタでお馴染みですね。
２４×１９ｃｍの大型FP。
撮影サイズ最大１２×８．
５ｃｍ
韓国企業は世界を見てます！

W&H社のコードレスエンド用Mモーター。 新型のインプラト用モーター
「エルコメッド」。
ナカニシより販 売 価 格 を 安 く 出 来るかが OEM供給先のインプラントメーカーにも
日本で売れるかのポイントです。
順次変更か？

mm

ヨシダ扱いの「ビスタスキャン」に「 ミニ」が
登場。とってもコンパクト。 bitで
/ の性能。

２０

ナカニシ「バリオサージ 」。日 本ではなかな 「エンドメイトＴＣ２」
か薬事が降りないようですね・
・。
こちらも日本未発売。
「みんな待ってますよー。」
ナカニシさん！
こちらはそろそろでしょうか・
・
・？

１４

「プロフィーメイトＮＥＯ」
マイナーチェンジ的 変 化 。細 部に手 直しを
しています。これも日本未発売。
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モリタ扱いの
「ディゴラオプティメ」
の
最新版。 bitで ・３ / の性能。
スキャンしながら紫外線で殺菌。

白水貿易扱いのソプロ社からも
「PSPiX」
が
発売されました。
日本未発売。
白水さんお願いします。
「ビスタスキャンぺリオ」
と比較すると小ささが
わかります。
スキャンの性能はデュール社が
一番かも・
・
・。

こちらも発売が待たれる
「バリオス９７０」２つの注水ボトルに
液晶画面の操作パネル。

シロナ社でも使用を推奨？
VDW社の
「M Two」
のシステム専用に
作られたエンド用Mモーター。

Ｍデータなどと同様、歯科技工

これからは、ＣＴのＤＩＣＯ

てきている。

は撮影サイズの大型化が見られ

界にも共通データの話題が出て

集約されるだろうが、専用機で

ノラマＣＣＤ合体型の２種類に

る一方、パノラマ合体型では最小

ＣＡＭマシーンでも削り出すこ

くると思われる。どのメーカー

とが可能になる時代は、もう、

のＣＡＤで読み取っても、どの

日本の歯科医院では、パノラ

すぐそこまで来ていると行って

減化を進めている。

マ合体型が重宝され、販売台数

も過言ではない。

限の撮影サイズで被爆線量の低

を伸ばして行くと考えられる。

ファイバーポストも世界的な

実際、日本国内での導入率は、

一昨年と比較して３倍近くなっ

あり、今後は伸び率の鈍化が予

には、ある程度行き渡った感も

しかし、導入意欲のある医院

ルはマルチテーパーなどのニッ

きている。確かに、切削ファイ

製品のテーパー角度に発展して

話題にしているが、世界では、

潮流だが、日本では光透過性を

想される。メーカー各社の値引

薦めてきているのだから当たり

ケルチタ製エンジンファイルを

ているとも聞く。

き合戦により、もっと低価格化

能のスキャナーが組み合わせら

のだが、データ共用できる高性

スキャンしたデータは固有のも

り込んでいる。各社のＣＡＤで

ーン
（削り出す方）
を歯科界に送

ニットで無影灯が、ＬＥＤ化さ

り、今回は、プラメンカ社のユ

ＩＤＳあたりから動きは出てお

完成させたが、海外でも昨年の

灯のＬＥＤ化にいち早く着手し

日本ではキング工業が、無影

無影灯やタービンなど
品目増やすＬＥＤライト

である。

最初に発売してくるのか楽しみ

日本では、どこのメーカーが

前といえば当たり前の結果だ。

が進むことを期待したい。

ＣＡＤ／ＣＡＭデータは
今後、
共有化が加速する？

ＣＡＤ／ＣＡＭは、世界的に

工業界からの技術転用が、どん

どん進んでいるように見えた。

れ、ＣＡＭメーカーでは、各Ｃ

れていた。

たくさんの企業が、ＣＡＭマシ

ＡＤメーカーのデータに対応し

11

V D W 社 の 根 長 付 エンド 用 マイクロモター
「GOLD」。最新ファイル「M Two」
を装着するの
が最新です。

山本貴金属も出展してました。ハイブリッドレジン ユニットメーカーではタカラベルモントも出展してい 価格戦略ユニット
「アクタス１０１」
が展示されてい 日本のモリタもがんばってました。
日本企業では規
「TWiNY」
を紹介してました。
ガンバレ・
・
・
！
ました。やはり廉価版のみの展示ですが・
・
・。
ました。
模最大でした。
さすが日本のリーダー。

スプラソンの新型「P5」。
ハンドピースはニュートロンタイプでLEDの
ライト付ハンドピースもあります。
GCの
「MIペーストプラス」。
フッ素がプラ リステリンに最 強 な 商 品が登 場 。
スされたタイプだが日本未発売。そろそろ 「 T OTAL CARE」
に
でしょうか・
・発売？
今後は要注目です。

コルゲートからマウスウォッシュ
「ペリオガード」。直感的なネーミングに
ぐらつきます。

「P5」のカタログ。外部注水部が接続されるような
形です。
日本の発売はまだまだ先か・
・
・
？
日本未発売の「Dry Mouth Gel」。
たくさんのフレ
ーバーで楽しそうです。

ＥＭＳ社エアーフローのパウダーにいろんなフレー 色も薄いパープル色で好感です。
ラベルがレイン ウルトラデント社の製品群。
日本で未発売の製品 オパールエッセンスのシリーズも実はたくさんあるん
バーが・
・
・。
「松風」、
「モリタ」
どっちが早いかな・
・
・。 ボウな感じでスペシャルな感じです。
が沢山あります。
です。
ブーストタイプやエンド用タイプなど・
・
・。

と、画像の確認までのスピード

しかし、実際に使用してみる

でＣＣＤセンサータイプを選択

ビンジョイントをＬＥＤ化した

は一瞬で素晴らしいが、センサ

した場合、デンタル用もＣＣＤ

ものを各メーカー対応で発売し

ー自体の厚みや形状、硬さなど

またタービンやマイクロモー

たが、ＬＥＤのみの発売はなく

から位置取りが難しいのが実際

ターの光源であるキセノンバル

修理対応とのこと。純正のジョ

だ。ＣＣＤセンサー方式のデン

センサーを購入したほうがコス

イントにＬＥＤバルブのみが接

ブもＬＥＤ化されはじめた。日

続されることはまだ日本では無

タルＸ線を導入した予防系の医

ト安になるからだ。

かったが、世界ではドイツのＫ

院では、 枚法などの規格写真

本ではＮＳＫ
（ナカニシ）
がター

ＡＶＯ社でタービンジョイント

の先端部のライトバルブがＬＥ

ナログフイルムを使用するなど

の撮影が難しいため、未だにア

フルデジタル化が出来ていない

売される可能性が高い。色がと

化されおり、今後、日本でも発

社タイプのＬＥＤバルブも製品

ト
（個室）
への配置を実現。もち

の小型化は、海外では各ユニッ

イプのＩＰセンサースキャナー

しかし、デンタルフィルムタ

所もある。

ても白く、格段に明るく見える

だ。読み取りセンサーがパノラ

ろ ん１ 台 だ け で も 対 応 は 可 能

超音波スケーラーで知られる

日本の超音波スケーラーは
スタンダードではない？

売が楽しみだ。

なる可能性はある。日本での発

でもＩＰセンサー方式が主流に

も安くなると思われるし、日本

ルのみで小型化されれば、価格

マ共用タイプではなく、デンタ

ので、純正でなくとも、もし市

思われる。パノラマレントゲン

センサーはＣＣＤ方式が多いと

目。日本では、デンタルＸ線の

方式のスキャナーの小型化に着

関するものでは、ＩＰセンサー

デンタルＸ線のデジタル化に

今後、デンタルＸ線は
ＩＰセンサー方式に？

おすすめする。

販されたらぜひ試されることを

ＡＶＯ社タイプやビアンエアー

また、純正ではないもののＫ

Ｄ化されることになった。
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日本でもおなじみの商品を
ＯＥＭ供給する台湾メーカーの
「ＭＯＮＩＴＥＸ」。

「ＤＭＧ」社のミリングセンター用ＣＡＭマ
シーン。
ヨーロッパでは工業界ＣＡＭメーカー
との連携がどんどん進んでいます。

「ｉｍｅｓ-ｉ
ｃｏ
ｒ
ｅ」社の卓上ＣＡＭマシーン。
Ｄ社はこちらの会社のプレミアム4820の
機種を使用しているようです。
各種の削り出したプレート。
ヨーロッパではコバルトのプレートも
人気のようです。

咬合器の
「デナー」
から新型が出ていました。

フランスのサテレック社のブー

ス で 製 品 を 見 た の だ が、
「Ｐ

金属は、ハイブリットレジンの

だろうか。
「ＴＷｉＮＹ」
という

- 新商品を初めてお披露目。発売
は、まず海外への輸出からなの

担当者に尋ねると、もう新しい

で、各社の既存製品を研究しつ

製品名らしいが、後発製品なの

ＭＡＸ」の姿が見当たらない。

形の製品に移っているとのこ

くした物性で、この夏の発売予

と。お馴染みのＳ、Ｅ、Ｐの３

モードはなくなり、視認性の高

定が楽しみな一品であった。

展国の企業が同一エリアにまと

また、今回の展示場では、出

い大きなダイヤル式のパワー調

整が、目立つデザインとなって
いた。

いつかは仕様が、変更する可能

落なデザイン。いずれにせよ、

新製品は、スッキリとしたお洒

注水のボトル部が一体となった

プを販売しているのか？ 外部

日本だけ特別に以前からのタイ

類のモードが定着しているから

Ｅ
（エンド）
、Ｐ
（ペリオ）
の３種

力を注ぐ企業が少ないのが残念

わずかで、世界に向けて輸出に

成することもなく、出展企業も

といえば、ジャパンエリアを形

で出展。我が国、日本はどうか

韓国などがエリアを形成する形

ているのだ。アジアでは台湾、

リア、スイスエリアが形成され

ばドイツエリアや、フランスエ

まる形で出展されていた。例え

性が高いので、注意して動向を

であった。

日本では、
Ｓ
（スケーリング）
、

見てみたい。

いが、日本の各メーカーの意気

込みが寂しい。それとも世界的

技術は優れているかも知れな

メイド・イン・ジャパンは
世界の市場で通用するか？

な価格戦争について行けないと

約店として、ＧＣや松風、ナカ

ラベルモントが出展。現地の特

のユニットメーカーでは、タカ

番大きくブースを作り、その他

るというのに。

日本の企業は世界で頑張ってい

ということになる。他業種では

世界のスタンダードになれない

だとすれば、日本の製品群は

いうことか？

ニシ、ノリタケなども出展して

日本の企業では、モリタが一

いた。
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「 Made in japan
」
よ、もっと
もっと、がんばれ

また、金属メーカーの山本貴

!!

最高峰といわれる３シェイプ社のスキャナー。今、
歯科用ＣＡＭメーカーのほとんどが提携するＮｏ１スキャナー。
３つのモニターで設計ソフトの
シュミレーションを常時流して
高額ソフトの良さをアピールしていました。
「オープンマインド」社のｈｙｐｅ
ｒＤＥＮＴシステムと
「ＸＦＸ」社のスキャナー＆ソフト。
どちらもオープンスタンスです。

ヨシダ扱いの
「ＡＦＦ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｓ」 少量タイプの新カート Ｃｉメディカルもオリジナルのオーラルケア製品を
リッジ。広まるかは未知数・
・
・。
輸出しているようで代理店があった。
マイクロメガ社の最新ファイル「Ｒｅｖｏ-Ｓ」。中心
軸がオフセットされた形状。最短３本で形成・
・
・。

ＫＡＶＯ社のカップリングに純正ＬＥＤバルブ登場。 光透過性を持たせながら、
エンジンファイルに合わ 「ＭＯＮＩ
ＴＥＸ」社製のＬＥＤ光照射器。日本市場 この形に見覚えあり。
展示会特価で７５００円ほどで販売してました。
せたテーパー度合いを付与させた商品。
の商品も実は台湾製の製品が色々あるよう。 「ＭＯＮＩ
ＴＥＸ」社製寒天コンディショナー。

デンタリズム・
トーク

医学ジャーナリスト

松井 宏夫

HIROO MATSUI

先進医療の最前線で取材活動を行い、
「名医本」のパイオニアとしても知られる医学ジャーナリストの松井宏夫氏。

わかりやすい医療解説にも定評があり、
その活躍の場は新聞や雑誌、
テレビやラジオと幅広く、

あらゆるメディアで医療に関する社会的問題を届けている。今回は、医科歯科の垣根を越えて広い視野と見識で

医療現場を見つめている松井宏夫氏に、
「歯科の可能性」について伺ってみた。

取材・文／丹羽麻理
撮影／中島繁樹

そもそも医学ジャーナリスト
―
になったきっかけは？

松井 実は、たまたまなんです。

昔、
『月刊宝石』
で政治評論家の戸

た頃があるのですが、戸川さんが

川猪佐武さんのお手伝いをしてい

亡くなった後、出版社の方に、医

療方面の取材をしないかと言われ

て始めたのが 歳の頃です。

ど前、鴨井久一先生を再び取材す

松井 たくさんいますが、３年ほ

記憶に残る歯科の先生を教え
―
ていただけますか？

なりました。

の教授の方々にも随分とお世話に

躍されている先生をはじめ、大学

京医科歯科大学など、卒業して活

州歯科大学、日本大学歯学部、東

日本歯科大学、大阪歯科大学、九

は取材しました。東京歯科大学、

松井 主だった歯科大学、歯学部

歯
―科に関しても、随分と早くか
らベースがあったのですね。

ちました。

医療分野での仕事に随分と役に立

いして、あの３年間のベースは、

や活躍されている先生方にもお会

校のペースでね。大学の成り立ち

歯科大学をまわりました。毎月１

学をまわり、その後の１年間は、

最初の２年間は、日本の医科大

30
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医といえば？

名歯科医を紹介した著書もあ
―
りますが、最も素晴らしい名歯科

りでした。

が、その頃は、まだ始まったばか

りざたされるようになっています

「歯周病」
は全身疾患との関係も取

的に始められた頃でね。今でこそ

先生も
「歯周病」
への取組みを本格

です。僕は、
まだ駆け出しの頃で、

ていてくださったのは嬉しかった

りぐらいにお会いしたのに、覚え

松井 一部ではもう行われてはい

ドクターショッピングでしょ
―
うか。近頃よく耳にしますね。

ている人がいました。

い入れてあちこちの歯科をまわっ

れ歯があわず、ポケットにいっぱ

どん歯が悪くなっていく人や、入

転々とまわって、そのたびにどん

松 井 患 者 さ ん の 中 に、歯 科 を

取
―材を通じて、歯科がかかえる
問題に遭遇したことは？

ことが 求められていると思います。

一度で理解できる。今は、そういう

なるほど、説明が簡潔で、患者も

が大切です。優秀な先生になれば

言葉で、患者に選択肢を示すこと

方が少ない。しかし、そういうと

るけれど、口腔外科がある病院の

本には５０００強の総合病院があ

いるケースもあるぐらいだし。

ような疾患を、より詳しく教えて

歯科では医学部では教えていない

けはなくなるかもしれませんね。

科の先生、歯科の先生という区分

松井 もしかすると近い将来、医

が始まっていますね。

医
―科と歯科の連携は、多くの方
が指摘されており、実際に取組み

思います。

もっと救われる人が増えてくると

しいと思いますね。そうすれば、

と、もっとリエゾンしていって欲

きなくなったと聞き、入れ歯や歯

つかどうかという方が、食事がで

末期癌の男性で、あと１週間も

が、どうか高い志で、最後までＱ

かなか大変な時代だとは思います

るクリニックがあったりして、な

る機会があったのですが、 年ぶ

松井 どの先生も甲乙つけがたい

ますが、歯科で、そういう患者さ

ころや、介護施設で歯科の治療や

で歯科の訪問診療を始めた頃のお

なって家庭に入っていき、手探り

いということです。歯科は、大学

必用な歯科医療は行き渡っていな

ＯＬの高い生活の実現を手助けし

が定員割れを起こしたり、倒産す

の処置してあげたところ、ぶどう

話をしてくださいました。

ケアができるようになれば、歯科

い先生方ばかりです。

山彌太郎先生。人工的に骨を増や

ていただきたいと思います。

医療現場で出会ってきた
「名医」

を一粒食べることができたそうで

ぱり口から食べるのが一番や」と

たちに共通する
「高い志」
に感銘を

の将来は決して悲観すべきような

言って、その２日後に亡くなった

受け、多くの医療人にもそれを期

してインプラントを埋め込むサイ

そうです。最後の最後まで自分の

待したいと締めくくった松井宏夫

す。患者さんは「おいしい。やっ

に参加されたご感想は？

口で食べることが、いかにかけが

氏だったが、
「自分の仕事が、人

ものではないと思います。

松井 昨年の８月と今年の２月に

えのないことなのかを改めて実感

の役に立って入ると思えることは

も、若いのにすごいなぁと思いま

参加させていただきましたが、健

しました。
長崎の角町正勝先生のプレゼン

が残されていると？

るのではないかと思えた。

誇りを持って仕事に向き合ってい

学ジャーナリストとして誰よりも

生。挙げたのは皆さん現役の先生

の医療現場では、ますます「イン

テーションが印象深かったです。

松井 まだまだ必要なところに、

日本歯科医師会が行っている
―
「生きがいを支える国民歯科会議」

です。

康寿命を延ばす歯科医療の重要性

したね。歯周病治療の弘岡秀明先

名歯科医の条件とは何だと思
―
われますか？

を実感しました。

フォームドコンセント」が重視され

角町先生は、介護の現場と一緒に

幸せなこと」と語る彼こそが、医

松井 歯科に限らず、今後、日本

高
―齢化する日本では、介護の現
場や家庭の中にも、歯科の可能性

ナスリストの菅井敏郎先生なんか

そこまでいかなくても、今、日

顎関節症の和気裕之先生、イン

んを診たら、精神科の先生なんか

ですよ。みなさん本当に素晴らし

プラントを日本に紹介された小宮

松井宏夫
（まつい・ひろお）
1951年富山県出身。中央大学卒業。名医本のパイオニアであり、
最先端医療をはじめ医療全般のわかりやすい解説にも定評があ
る。テレビやラジオ、新聞、雑誌、講演などで幅広く活躍。テレビの
監修・及び出演番組は
『たけしの健康エンターテイメント！みんなの
家庭の医学』
（朝日放送）
、
『これが世界のスーパードクター』
（ＴＢ
Ｓ）
ほか多数。
日本医学ジャーナリスト協会副理事長。
『この病気に
この名医ＰＡＲＴ１
・
２
・
３』
（主婦と生活社）
をはじめ著書も多数。

Profile

てくるでしょうね。わかりやすい
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裏地桂子 の

歯談・食談
裏地桂子さんがおすすめする、
とっておきの店。

「長年、この場所でお客様をお

ムの審美眼の賜物ゆえだろうか。

なく愛すオーナーの清水昌子マダ

がある。銀座の風土や文化をこよ

旬がちりばめられた月替わりのコ

かできることではないでしょう？

房に生簀まで作るなんて、なかな

「シェフのリクエストに応えて厨

に、
裏地さんは賞賛を惜しまない。

っと染み入るような、繊細なフレ

迎えしてきましたが、ビルが建て

ースは、マダムが細心の注意を払

わずか２年前にオープンしたばか

変えられる際に、大人の銀座にふ

っているだけあり、味の強弱の流

ンチを届けたいと考えたのです」

さわしい店にしたいと試行錯誤を

れやポーションも絶妙で、締めに

りの『フレンチ懐石 みつ和』に

重ねて参りました。私どもはボキ

登場するご飯とほうじ茶にもほっ

マダムの本物を追求する姿勢

ューズドール日本代表を２名もか

とします。でも 私にとっては、 種

は、そう感じさせる独特の存在感

理店ですが、日本人のＤＮＡにす

フレンチ懐石 みつ和 GINZA
かえる、れっきとしたフランス料

（うらじ・けいこ）
クリエイティブコーディネータ
ー。女性誌で執筆、
コーディ
ネーターとして活躍後、企業
や商品のプロデユースなどを
手掛ける。デザイン和ものが
コンセプトのブランド
「啓子桂
子」のプロデユーサーでもあ
る。近著には『わたし好みの
口福のギフト１００味選』
（扶
桑社）
などがある。

長年、銀座にあり続けた
かのような重厚な佇まい
が、安らぎを与えてくれる。

美味しいものを引き寄せるパワーの持ち主、

大人の銀座にふさわしい
日本ならではのフレンチ。
銀座の店は、こうでなければ。

東京都中央区銀座3-2-15 ギンザ・グラッセB1F
TEL03-3561-3200
営／月曜〜金曜 11:30〜14:30、17:30〜23:00
土曜
11:30〜22:00
日曜・祝日 11:30〜21:00
料／ランチ４,８００円〜、
ディナー１０,０００円〜
（コースのみ）カード可
休／無休
席／総席数75席
（貸切60名まで）
バー19席、
メインダイニング34席
個室４室
（４名〜１４名、個室料なし）
車椅子可、
バーのみ喫煙可

13

素敵なゲストと繰り広げる食談は見逃せません。

若緑色の爽やかな絽の訪問着がお似合いの清水昌子マダム
（左）
と、絽の斜め万筋のシックな装いがお似合いの裏地桂子さん
（右）

裏地桂子

16

オーセンティックなバーラウンジは、
ウェイティングにもシガータイム
にも使える、大人のくつろぎにふさわしい場所。

清水昌子

（しみず・まさこ）
フレンチ懐石みつ和、パティ
スリーミツワ店主。48歳まで
は２児を持つ専業主婦であっ
たが、実父が他界した後、
ホ
テル・オークラ、
ホテル・ニュー
オータニに輸入子供服店を
開業するなど、社会との関わ
りを積極的に展開。

類の中から何品でも選べるデザー
対する裏地さんも「実は、 歳の

ときに矯正を。子供の頃に一度挫

折したのですが、ある女流作家が

トのポイントも高いかしら」

次々に供されるシェフ渾身の料

矯正で驚くほどきれいになったの

17

理に笑顔が絶えない二人。その口

5

を見て、再び思い立ち、その歯科

川端清生

（かわばた・すがお）
レストランみつ和 総料理長
1981年料理人となる。1990
年に渡仏後、
３つ星、
２つ星レ
ストランで研鑽を積む。帰国後
は数々のホテルで料理長を
歴任、
2003年には国際料理
コンクール ボキューズドール
日本代表に選ばれる。

医院を探し当てて通いました」と

4

元からこぼれる歯が、はかったか

当時を振りながら、大人の矯正を

推奨してくださった。

3

のように美しかったので伺うと、

「私は数年前に歯を徹底的にメン

テナンスして以来、３ヶ月に一度

五感に響く『みつ和』の料理と、

最高のワインを堪能しながら、二

の割合で点検していただいていま

す」と、ケアの頻度も歯に対する

1.懐石料理の八寸を彷彿とさせる、
みつ和の前菜
盛り合わせ
（貝とわけぎの杏蜂蜜和え、專菜とプチ
野菜のポン酢ジュレ、黒鮑の肝ヴィネグレット、江
戸前穴子スモーク、空豆旨煮、蕗青煮、
あおり烏
賊手毬寿司） 2.和牛ローストホワイトアスパラガ
スの味噌漬け
（生山葵クリーム、春椎茸焼きとクレ
ソンのサラダ） 3.帆立貝のムースリーヌとオマー
ル海老のヴァプール ４.毎日13種類が用意さ
れ、好きなだけ選んでいただけるデザート ５.コー
スの締め括りに登場、
鯛御飯と味噌汁、
香の物

人の会話はいつまでも続いた。

2

意識も高いマダム。

1
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『クリーンクリーン』
の歯科エステは
市場拡大に向けて大きく動き出した。
の支持を集めている。

けることができ、利用者から

歯や口元のケアサービスを受

ケアを受けるような感覚で、

アケアやネイルケア、ボディ

ラックスできる店内では、ヘ

ティックサロンのようにリ

道に基幹店を開業。エステ

リーン』は、昨年９月、表参

歯磨きサロン『 クリーンク

拠点として注目を集める中、

門のサロンが、歯科エステの

歯科治療を行わないケア専

供するだけではなく、健康を

ことは、見た目の美しさを提

く、
「口腔内を衛生的に保つ

しに繋がっているケースも多

は、歯科受診の新規掘り起こ

提供している歯科医院の中に

ン』に加盟し、同メニューを

している。
『クリーンクリー

による施術や指導も人気を博

も自由にチョイスでき、プロ

せるほか、オプションメニュー

トニングメニューがコースで試

サロンでは、様々なホワイ

フトアップにも効果的な、歯

顔のむくみ改善や、口角のリ

更に、正しい咀嚼を促し、

サロンの展開拡大している。

守ることにも繋がる」と、同

で、歯科エステに関心のある

会を定期的に開催しているの

各界の講師を揃えた事業説明

『クリーンクリーン』では、

ている。

し、新しいサービスを模索し

えようと、歯科医師とも連携

する新しい要望にも最大限応

く、消費者の美容と健康に対

しさを提供するだけではな

ンクリーン』では、口元の美

イエット」
も好評だ。
『クリー

科医が監修する「オーラルダ

クリーンクリーン表参道店店内。歯科医院とは全く雰囲
気の異なるエステティックサロンのような空間。ただし、
施術台の横にはうがいコーナーが。

■輝く白い歯
歯のクリーニング
約１５分１,５７５円
ヤニ・ステイン落とし 約２０分２,１００円
歯の美白パック
約３０分３,１５０円
■爽やかな息
オーラルクリーニング 約３０分３,１５０円
歯ぐきマッサージ
約３０分３,１５０円
■自然に上がる口角
スマイルマッサージ 約３０分３,１５０円
リップケア
約１０分１,０５０円
小顔リフトアップ
約５０分５，
２５０円

歯のサプリパックバーメニュー
歯の美白パックOP 約３０分３,１５０円

クリーンクリーン表参道店
東京都渋谷区神宮前5-11-2 表参道Bサイド2F
営／平日12:00〜21:00、
土日祝日11:00〜20:00
休／なし

人は、ぜひチェックしてみよう。

スマイルコーディネートメニュー

西尾秀俊 氏（にしお・ひでとし）
㈱C&C Company代表
歯科経営コンサルタント、開業プロデュース、
人材紹介業ほか

㈱ C&C Company クリーンクリーン事業部

サロンでも使用されている、
同社が開発
した
「奇跡の歯ブラシ」。歯にフィットす
る大胆なＶ字型カットで磨き残しゼロ。
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千葉県市原市五井1673-1 2043-224-3231
E-mail info@cleanclean.jp
http://www.cleanclean.jp
ツイッター
【westtail240】
にて経営コンサルを実況中

歯学部・歯科大学選びは何が基準？
合格率か合格者数か、それとも？

歯科医師国家試験合格状況
（一部抜粋）

第102回

※総合格者数2,383人
（総受験者数３,５３１人）
合格者数
（人）

※平均合格率６７.５%
合格率
（%）

第10３回

※総合格者数2,408人
（総受験者数３,465人）
合格者数
（人）

※平均合格率６９.５%
合格率
（%）
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福岡歯科 長崎大学 鹿児島大学 認定及び
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予備試験

0

大学を含む

69

第１０３回歯科医師国家試験

※『Dentalism』No4で紹介した第102回歯科医師国会試験に関するデータの一部に間違いがございました。東京歯科大学の合格者数は128人でした。
ここに訂正してお詫びいたします。

の合格率は ．
５％で３年連続

％未満となった。私立の歯科

大学や歯学部の定員割れも深刻

で、今年度の入学者数は募集人

員の８割を切った。この状況を

憂うむきも多いが、学部や大学

の数が変わらないまま、人口減

少とともに受験者数も減るのだ

から、市場原理からすれば至極

当然の結果といえる。

納得いかないのは高い授業料

を納めたにも関わらず、国家試

験に合格できなかった子供を持

つ親たちだろう。歯学部の授業

料は高く、その差も大きい。国

公立が６年間で５００～６００

万円程度のところ、私立は最低

でもその４～５倍はかかる。更

に同じ私立でも２７００万から

５０００万円超えまであり、お

よそ２倍の格差があるのだ。

しかし、売り手市場が幸いし

たのか、大学の中には数百万か

ら数千万円単位で授業料を下げ

たところもある。特待生制度を

設けて往時の ％オフという国

立大並みの授業料で、優秀な学

生を獲得しようとする動きもあ

る。結局、優秀な学生を多く輩

出する大学しか生き残れないこ

とは誰もがわかっているのだ。

90

70
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殺菌作用と抗炎症作用を持つ
「タデ藍エキス」を歯周病に。
歯周病というと、中高年の

生活習慣病の一つとしてとら

10

の製品である。

院専売の
「タデ藍エキス」
配合

物書にも登場している。

も古く、２千年前の中国の薬

きた。薬用植物としての歴史

蚊帳などにも広く使用されて

（東京都中央区）
だ。

統合医療で知られる福岡歯科

と岡山大学
（岡山県）
、歯科の

で有名な林原生物化学研究所

菌作用も認められている。

病菌やう蝕原因菌に対する抗

抗炎症作用などがあり、歯周

用は、まだ始まったばかり

タデ藍とは、タデ科の一年

タデ藍の生理作用として

草で、日本ではその葉が古く

そのタデ藍に注目し、歯周

だが、いち早く歯科医院専売

えられがちだが、近年では、

から染料の原料として知られ

は、抗ピロリ菌作用、抗ウィ

食生活の変化により 代でも

歯周病を患う人が出てきてお

病菌に対する抗菌作用を明ら

6

9

0

3

時間

コントロール

タデ藍エキス12.5%

タデ藍エキス２５%

タデ藍エキス５０%

6

9

５７歳女性の場合
Ⅱ型糖尿病との関係があるのか、
全体的に重度の歯
周病。多数の歯が欠損し、残存歯もほとんどの歯に
動揺がある。
「藍ゼリー軟膏」使用後は、
急速に歯肉
の発赤、
腫腸が低下。使用開始から３ヵ月後、
空腹時
血糖が低下。
その後も血糖値は上昇していない。

グラフC
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2 （月）

タデ藍エキスの歯周病に対する抗炎症・抗菌作用を臨床で確認するため、市販の歯磨剤にタデ藍
エキスを配合した歯磨剤を歯周病患者5名に使用し、有効性を検討。2ヶ月間ブラッシング時にタデ
藍エキス配合歯磨剤のみを使用してもらったところ、
いずれの患者も歯周病の改善傾向がみられま
した。
（グラフC）
さらに、患者の唾液を分析したところ、炎症性サイトカインであるＴＮＦ-αが減少して
いることも明らかになりました。
（グラフD）

タデ藍の歯周病治療への応

3.114

TA

行う歯科医院では、患者サー

KK

平均

600

ビスの一つとして活用され、

TA

歯周病への関心向上にも一役

4.3

かっているという。

平均

TNF α
︵
‑ / ︶

ポケットの深さ
︵㎜︶

るが、一方で防虫、先院、解

時間

【タデ藍エキス配合歯磨剤の歯周病に対する効果】
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り、その ％以上が若年性歯

3

歯周病菌２種を対象に、
タデ藍エキスを含む歯周病菌液の３～８時間後の生
菌数をカウント。
その結果、
タデ藍エキスはいずれの菌に対しても濃度依存的に
抗菌活性を示しました。
（グラフA､B）
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用として開発されたこの製品

1×102

ルス作用、抗酸化作用、抗が

1×104

かにし、その活性主成分を

1×104

毒、止血などの効果も知られ

1×106

生菌数

1×106

生菌数

1×108

周炎にかかっているという。

インターメディア菌

1×108

は、既に歯周病治療を中心に

グラフB
ジンジパリス菌

ん作用、抗アレルギー作用、

グラフA

解明したのは、トレハロ ース

７３歳女性の場合
腕が痛くて歯ブラシがうまく動かせず、
口内炎がよくで
きていた女性。
プラークコントロールが改善されてい
ないにもかかわらず、出血は減少。使用開始して以
来、
約３年間、
一度も急性腫脹は起きていない。

【タデ藍エキスの歯周病に対する抗菌作用】

ており、野良着や手ぬぐい、

タデ藍エキス配合の製品。詳しくはCiメディカルホームページで
http://www.ci-medical.com/

また、 代の約８割が歯周病

に罹患しているというデータ

もあり、加齢とともに有病者

は増加する傾向にある。

糖尿病や動脈硬化のリスク

ファクターとなり得ることが

明らかになりつつあり、その

まりを見せているが、そんな

予防や治療に対する意識も高

中、にわかに注目を集めてい

るのが、今回紹介する歯科医

タデ藍抽出エキスが配合された
「藍ゼリー軟膏」
を、
慢性歯周炎の患者に、歯磨剤代わりに使用したと
ころ、歯周病の改善傾向が認められた。
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歯科の求人
『デンタルフィット』
が
求人０円キャンペーンを実施中。

れる頼もしい存在なのだ。

る歯科医院とを結び付けてく
閲覧はもちろん医院登録も

経営が立ち行かなくなり廃
で、歯科医師や歯科衛生士が
無料で、求人募集の掲載につ

業する歯科医院がある一方
足りないからと、求人をかけ
いても、
「３ヶ月間０円キャ
ンペーン」
を実施中だ。

る歯科医院もある。
今や、ネットを利用した求

は、歯科医療に特化している

いるが、
『デンタルフィット』

のタイミングで『 デンタルフ

職を考えている人も、ぜひこ

るので、求人したい人も、転

の歯科医院に一斉発送してい

出会いはタイミングが命。少

のが特徴だ。歯科医師はもち

ィット』にアクセスしてみよ

誌『デンタリズム』は、全国

ろん、歯科衛生士や歯科技工

う。待ちに待った出会いが得

人活動は常識となっており、

士、
歯科助手や受付事務まで、

数々の求人サイトが存在して

歯科医療関係の仕事を探して
られるかも！

成分の「ラクトフェリン」な

る「ヒアルロン酸」や、抗菌

分でできていた我々の体も、

どを配合しているほか、甘

新生児の頃には、 ％の水

フレーバーは、
さわやかなアロエを使用。
１日
に摂取すべきビタミン量の１/３を配合。

成人になる頃には ％程度に

75

乾いてくる。潤いが必用なの

落ち込み、いろんなところが

ンＢ２」
、歯肉炎予防に「ビ

また、口内炎予防に「ビタミ

味料として「キシリトール」
、

タミンＥ」などを用いている

臭の原因となるほか、近頃で

合が多く、虫歯や歯周病、口

泌量の低下によって起こる場

ス性の唾液分泌低下、口呼吸

シェーグレン症候群、ストレ

唾液量が減少している人や、

加齢や薬物の副作用により

優れものだ。

は、全身疾患（糖尿病）との

や寝たきり状態における口腔

乾燥、義歯疼痛など、様々な

リータイプの食品「ウェット

口腔の乾きを潤してくれるゼ

トチャージ」がおすすめ。

で悩んでいる人には、「ウェッ

ドライマウス
（口腔乾燥症）

症状緩和を助けてくれる。

チャージ」だ。保湿成分であ

そんな中、開発されたのが

になった。

関係性も多く指摘されるよう

口腔内の乾燥は、唾液の分

も同じこと。

は、肌や目だけではなく、口

60

いる人と、人材を募集してい

デンタルフィット http://www.dentalfit.co.jp

口腔内の乾燥対策として開発された
栄養機能食品「ウェットチャージ」。

詳しくはCiメディカルホームページで http://www.ci-medical.com/
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１００種以上あるスケーラー、
正しく研磨できていますか？
かりやすい話で「シャープニ

にも手を抜かない。こんなわ

は、スケーラーのメンテナンス

高い歯科医師や歯科衛生士

れを怠らないように、意識の

腕のいい板前が包丁の手入

した。

名もシャープニング社を設立

を解決するための会社、その

シャープニングに関する悩み

年には、世界でも数少ない

とノウハウを蓄積。２００７

る公認インストラクターを輩

シャープニング社第１号とな

を注ぎ、
２０１０年４月には、

インストラクター育成にも力

導ノウハウをより広めるため、

その一方で、研磨技術と指

れることをおすすめする。ま

グ社のホームページを閲覧さ

た人は、ぜひ、シャープニン

談してみてはどうか。

の研磨ノウハウもあるので相

た、超音波スケーラーチップ

出。歯科衛生士として 年の

つ技術指導を続けているのが、
している。平均すると月 回

向き、テクニックを直接指導

学や歯科衛生士学校などに出

プニングと出会ったことによ

んだ。
彼女は、
風見氏のシャー

キャリアを持つ落合真理子さ

そして、歯科医院、歯科大

歯科業界のミスター・シャー

ング」
の大切さを啓蒙し、か

プニング、風見健一氏だ。
わりの中で、スケーラーの研

長年に渡る歯科医院との関

シャープニングスキルの基本

で に 累 計１ 万４ 千 人 以 上 に

セミナーを開催し、これま

を強く実感。以来、より多く

使用することの効用と必要性

り、シャープなスケーラーを

の人に正しいシャープニング
をマスターして欲しいとスキ
ルアップを重ねてきた。
「予防歯科」の重要性が叫
ばれ、歯科医師や歯科衛生士
の意識の高さが医院運営を左
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右する昨今、自院の治療（ス

埼玉県在住。歯科衛生士専門学校を
卒業後は、
予防に力を入れる歯科医院
で勤務。2008年には日本歯周病学会
認定歯科衛生士を、2009年には日本
ヘルスケア歯科研究会認定歯科衛生
士を取得。現在は、
臨床の他にもセミナ
ー講師などの活動も行っている。

ケーリング）が、
ダル（鈍い）

落合真理子（おちあい・まりこ）

ブレードで行われていないか

1986年国際基督教大学卒業、
1989
年国際大学卒業。TOEIC910点以上
のバイリンガル。一般企業で国内外の
マーケティング＆マネジメントなどを経験。
2002年ヒューフレディ社入社、初の日
本代表となる。2007年ヒューフレディ社
退社、
株式会社シャープニング社設立。

目的に合わせたセミナーもバリエーション豊富に揃う
（シャープニング社HP参照）

13

風見健一（かざみ・けんいち）

を点検した後、危機感を持っ

シャープニング社 公認インストラクター第１号

10

磨が悩みの種であることを知

シャープニング社では、
従来のスキル習得セ
ミナー、研磨出張サービス、年間サポートサ
ービスに加え、新たに
「研磨送付サービス」
を開始。詳しくはシャープニング社まで
ask@sharpening.jp 2090-3690-9212
グレーシーキュレッ
ト 500円／本
ユニバーサルキュレッ
ト＆シックルスケーラー
1000円／本

を伝授してきた。

２０１０年スタート 研磨送付サービス

り、なんとかそれに応えたい

（2011年3月末まで有効）

柱廊は、
強羅花壇の風景として欠かせない要素の一つ。
仕切ることで逆に空間の奥行きが感じられ開放感が増
す。季節や時間の移ろいとともに豊かに表情を変える。

いつか訪れたい場所

強羅花壇

文／林 俊介
写真／三好和義

緑深き、
箱根の自然に抱かれるようにして佇み
行き交う旅客の心を、
優しく包み込む。

その日、箱根は、全山、雨であっ

た。
樹々はことごとく濡れそぼり、

蒼々とした濃密な色調が車の窓

いっぱいに映っている。

九十九折りの急坂をのぼりなが

ら、雨にけぶる箱根の美しさに目

をみはった。

強羅温泉は、箱根に二十とも

三十ともあるといわれる温泉地の

ひとつで、箱根湯本駅から出る登

山鉄道の終点に位置し、大小二十

数軒のホテル・旅館が点在する。

わけても
『強羅花壇』
は、高級旅

館としてつとに有名で、国内の著

名人はもとより、海外からの賓客

も多いことで知られている。

エントランスは、ごくさりげな

い。強羅駅で降り、ゆるゆると坂

を下ると、左手に入口があるのだ

が、うっかりすると見逃しかねな

い質素なたたずまいである。

そのぶん、ロビー階から奥へ奥

へとひろがる圧倒的な空間には、

初めての客は誰しもが驚くそう

で、たちまちにしてその魅力にと

りこまれるという按配だ。

案内していただいたスタッフに

よると、近年は海外からの宿泊客

も連泊してくという。

「 箱根というのは東京の郊外、

東京のスパリゾートという感覚な
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4

3

のでしょうね。ごく気軽に、成田

から直行なさって、またここから

直接帰られる方がおられます」

なるほど『強羅花壇』には、リ

ゾートに不可欠な微妙な空気とい

おうか、
「計算された安らぎ」
があ

る。おしきせのプランもない。

ほんとうの安らぎを提供するた

めに、
あれこれと宣伝するよりも、

ともあれ、来ていただいてからの

印象を良くすることに努めている

という。

客室は、ロビー階を最上階とし

て、下へ五、
四、
三というふうに配

置されている。敷地は約八千坪も

あり、旅館のどの場所からも箱根

の山々を眺めることができ、さら

に広さを感じる。

この春には、新しく
「離れ」
も誕

生した。旧閑院宮家時代から愛で

てきた庭園を見渡し、大文字をい

ただく優美な山並みを望む一角に

静かに佇む
「花香」
と
「残月」
。当日

は、青森ヒバの内風呂と巨石露天

風呂が見事な「花香」に泊まった。

苔むす庭を眺めながら入る露天風

呂は、源泉かけ流しのお湯も格別

であった。

その夜の眠りがいたく平和だっ

たことはいうまでもない。
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6

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300
TEL 0460-82-3331
FAX 0460-82-3334
http://www.gorakadan.com/

1

5

2

7

1.落ち着いた佇まいの客室からは、箱根の山々が見
渡せる。2館内にあるKADAN SPA。3.月見台では
箱根の爽やかな風を感じることができる。4.大浴場か
ら望む庭園露天風呂の景色は、
まるで切り出された
一枚の絵画のよう。5.料理には山海の幸がふんだ
んに。6.離れ「花香」の岩刳りぬきの露天風呂も格
別。7.天井から明るい光が差し込むプール。外には
ジャグジーもありゆったりと過ごせる。

強羅花壇
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