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感性を

刺激する

デザイン

と２０１０年度のグッドデザイン

た歯ブラシ
「ネオタフト」
が、なん

「デンタリズム」
５号でも紹介し

最近仕上がったばかりの「Ｃｉ

新商品開発も勢いを増している。

て年間販売数１６００万本を超え

しをなんとかしたいと考えた歯科

クロスケア」は、歯頸部の磨き残

ワンタフトとミニブラシをドッ

医師でもあるデザイナーが、ヘッ

賞を受賞した。

キングさせたような、あるようで

前歯のＶ字部や臼歯面に確実に

ド中央部の毛をクロス状に二段植

が評価されたのだ。色や形はシン

あたるクロス部の長い毛は、短い

なかった形状の「ネオタフト」は、

プルながら、ヘッドは小さく柄に

毛よりも１ミリ長くなっており、

毛したヘッドを考え出した。

少し傾斜をつけるなど、臼歯部や

毛の柔らかさやタフトごとの植毛

歯を磨きやすいと感じさせる形状

歯間、歯が重なっている部分にも

径も違えるというこだわりぶり。

新しい発想で次々と新商品の開発

届きやすい絶妙のデザイン。

今まで２本の歯ブラシを使い分

が進められる歯愛メディカルでは、

「今後も歯科医師や衛生士に支持

けていたが、１本にしたことによ

って「より磨けていると体感でき

が得られるような歯科医院専用商

品を開発し、歯科医院のサポート

る」
との声も寄せられている。

デザインを手がけた歯愛メディ

を行っていきたい」と意欲を語った。

「ネオタフト」、
「Ｃｉクロスケア」
はＣｉ
メディカルホームページでご確認ください。http://www.cimedical.com/



カルでは、昨年、歯科業界で初め

グッドデザイン賞受賞の
「ネオタフト」、
次なる「Ciクロスケア」も斬新なデザイン。

２０１０年度のグッド
デザイン賞を受賞
した
「ネオタフト」。

Dentalism Cinema

歯科医は
映画がお好き？
文／桂木良子

生は写真だったし、近所のＭ先生

彩。子供の頃に診てもらったＳ先

歯科医の先生方の趣味は多種多

ッ！」
必死で後を追うマーリン。

しまいました。
「ニモ！ ニモ～

バーに捕らえられ連れて行かれて

に住むカクレクマノミのマーリン

青い青い海の底。美しい珊瑚礁

せることになろうとは…

れが小さな魚の親子に大冒険をさ

趣味はスキューバダイビング。こ

た危機の連続。しかし「信じあう

ラゲの群れに刺されたりと危機ま

爆弾の林を潜り抜けたり、巨大ク

めに、凶暴な鮫トリオに襲われて

れてしまう極度の健忘症だったた

すが、ドリーが数分前のことも忘

り着きました。シャーマン先生の

ーリンはようやくニモの元へたど

り、ナイジェルの口で運ばれてマ

鯨の潮吹きを利用して湾内に入

パが来てくれる！」勇気百倍のニモ。

ってニモにも伝えられました。「パ

ボートの行方を知っているとい

夫妻は、２日後の子供たちの誕生

のが友達よ」と言うドリーのおか

８歳の姪ダーラへの誕生日プレゼ

は診察の合間にプラモデル作り。

を楽しみにしているところをオニ

げで、ダイバーが落とした「ワラ

ントにされるためビニール袋に入

たマーリンは一緒に後を追うので

カマスに襲われ、マーリンが気づ

ビー通り、Ｐ・シャーマン」と書

れられたニモは皆の助けで袋を破

うナンヨウハギのドリーと出会っ

いた時には最愛の妻と４００個の

かれたゴーグルを手に入れ、 一

り、うがい用の排水口から下水パ

通りの開業医、シャーマン先生の

卵の姿はどこにもありませんでし

路シドニーを目指すのでした。

友人のＫ医師はカラオケだ。海岸

た。悲しみに打ちのめされながら

について来たパパに勇気を示そう

日を迎えました。心配で校外学習

くすくと育ち、やがて学校へ行く

と呼ぶマーリンの愛に包まれてす

モでしたが、それを
「幸運のヒレ」

片方のヒレが小さく生まれたニ

懸けて守ることを誓うのでした。

ニモと名づけたマーリンは、命を

も、奇跡的に一つだけ残った卵に

へ。小さな父親が命がけで息子を

ッシュの協力でようやくシドニー

マーリンは１５０歳の海亀クラ

渡って海へ飛び込むというわけ。

転がし窓から外へ、そして通りを

袋に入れられたら中で泳いで袋を

して掃除させる。その間ビニール

ファンに小石を詰まらせ水槽を汚

ていました。その作戦とは、浄水

ギルから脱走計画を持ちかけられ

水槽の中。水槽軍団のリーダー格

その頃ニモはシャーマン歯科の

帯魚を飼っている先生方はくれぐ

膜は？」等々、かなりシビア。熱

ルダー療法ね」
とか
「抜歯後の歯根

水槽軍団の趣味は治療の観察。「シ

観ているつもりが見られてる？

軍団も全員脱出に成功しました。

モはまた元気に学校へ通い、水槽

つまらないわ」と言うドリー。ニ

マーリンに「何も起きなきゃ人生

守ると妻に約束したんだ」と言う

「あの子に何も起きないように

再会を果たすのでした。

イプを通って海へ。父と子は涙の

と、ボートに近づいたニモはダイ

探す話はまたたく間に海の仲間に

海よりも深い父の愛！

れもご用心

桂木良子／東京都出身。著書には、
読んで美味しい映画のお話
『シネマレストラン』
がある。趣味は映画とスペイン語。
コーヒーと犬が好き。



伝わり、ペリカンのナイジェルによ
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イラスト／楮本恭子
「ファインディング・ニモ」 2003年 ディズニー＆ピクサー アカデミー賞長編アニメ賞受賞

あすなろ矯正歯科研究所 所長
ｆｄクリニック バーニッシュ 副院長

坂井夕華

輝く女 性 に
逢 い に 行く

Yuka Sakai

が増えている︒そんな中︑スウェ

新しいアプローチを行う歯科医師

周りから顎にかけての問題解決に

酸が取り扱われるようになり︑口

近年︑歯科医院でもヒアルロン

﹁何年やっても難しい︑だからこ

にもリクエストが多いのだとか︒

使うほか︑ガミースマイルの改善

いしばり︑顎関節症の改善などに

の形修正をはじめ︑歯ぎしり︑く

療へも幅広く応用されており︑顎

世界最大手のＱ︲ＭＥＤ社が公認する
歯科医として初のヒアルロン酸認定指導医︒

ーデンのヒアルロン酸のリーディ

矯正治療をする人は美に対する

そやりがいもある﹂と︑患者の健

彼女は︑子供の頃に矯正治療を

意識も高いというが︑坂井先生も

ングカンパニーＱ︲ＭＥＤ社から︑

受けた経験がきっかけで矯正治療

自身が認めるほどの美容オタク︒

康を噛み合せから支えている仕事

のスペシャリストを目指したとい

体と美容に良いと聞くと何でも試

歯科医師として世界で初めて公認

う筋金入りの矯正歯科医︒治療の

したくなると言い︑近頃は週２〜

に対する誇りも見て取れる︒

話しになると目をキラキラ輝かせ

３回のペースで通うウエイトトレ

を受けたのが坂井夕華先生だ︒

て身を乗り出して語る︒

ーニングに夢中とか︒体と精神の

歯科業界で働く素敵な女性を
「デンタリズム」
にご紹介ください。自薦・他薦は問いません。
情報お待ちしております。 info̲toiawase@dentalism.jp

5

ヒアルロン酸やボトックスとい

東京都中央区銀座6-9-7 近畿建物銀座ビル4F
TEL03-3575-4618
http://ginza-varnish.com

両方が鍛えられると体育会系な一

fdクリニック バーニッシュ

うと美容外科や皮膚科で用いられ

Proﬁle さかい・ゆうか／1972年岩手県出身。
1997年岩手医科大歯学部卒業。矯正歯科専
門医として経験を重ね2007年fdクリニックに入
局。日本矯正歯科学会、
日本成人矯正歯科学
会、
日本舌側矯正歯科学会、
スポーツ歯科医学
会会員。舌側矯正インコグニート認定医。

面も見せるチャーミングな女性︒

長い矯正治療の間もお手入れが楽しめ
るよう、人気ネイリストの大城智之さんと
のコラボレーションにより、
スワロフスキ
ーを散りばめた楊枝やコンパクトを開発。
キラキラしたものは女性ホルモンを活性
化させてくれるので先生も愛用中とか。

るイメージが強いけれど︑矯正治

輝 きの 秘 訣

Star Dentist Interview

「歯科治療は医者のためのものではなく
患者さんのためのもの。それが全て。
」
撮影／中島繁樹 取材・文／丹羽麻理 協力／エルバ

日本に歯周病学をもたらし、長

年にわたり人材育成に努めてこら

れた岡本浩先生が、 歳にして開

今の 歳以上の先生、場合によ

で、僕はすごく運がよかった。

空軍だけは現地採用枠があったの

科医師を連れてきていましたが、

す。海軍や陸軍はアメリカから歯

のままではいけないと思ったんで

歯周病学はありませんでした。こ

です。当時の日本の大学教育には

初めて歯周病のことを知ったわけ

酌み交わしながら話をしていて、

先生たちと一緒に働きそして酒を

た頃、アメリカから来ていた若い

でアメリカ空軍病院に勤務してい

を卒業し、防衛施設庁からの派遣

岡本 １９６８年に日本歯科大学

かけは何だったのでしょうか。

岡本先生といえば歯周病の
――
大権威ですが、歯周病を学ぶきっ

る熱い思いを伺ってきた。

ともに、歯周病と歯科教育に対す

け、これまでの道程を振り返ると

業するというニュースを聞きつ

70

っては 歳以上の先生でも大学で

正しい歯周病学を習っていない。

でも 歳以上の先生でも歯周病治

療をちゃんとやっている先生がい

る。そういう人たちは学校では習



55 60

70

注目の歯科医師インタビュー
TOKYO歯周治療センター院長

岡本 浩
HIROSHI
OKAMOTO

「最初にスウェーデンに行ったときエスキモーだと思われたんですよ、
いかにも肉食！って感じだったんでしょうね」
とニコニコ笑う岡本先生。

それで、海外へ歯周病学を
――
学びに出たわけですね。イエテボ
界の最先端の研究をされていまし

臨床を研究の軸にして、大学で世

授の二人は、患者さんへの治療、

でした。リンデ教授とニーマン教

リ大学では全世界で岡本先生が初

わなかったけれど、一生懸命ご自
分で努力して習得してきた先生方
の留学生だったそうですね。

は「あんまり歯周病学を広めても

今までやってきている先生の中に
ったのが 年ですからね。最初は

できたのが１９６７年で、僕が行

岡本 イエテボリ大学に歯学部が
んどは、僕が紹介しています。

その後、日本からの留学生のほと

た。
当時築いた信頼関係によって、

一方で、大学時代の授業だけで

ですよ。立派です。

らっちゃ困る」なんて言う人もい

者のためにやるのではなく患者さ

でも、歯の治療というのは歯医

るのが困るわけです。

識を持った患者から突きあげがく

に自信がないからです。新しい知

知っても自分たちは歯周病の治療

ました。患者が歯周病とは何かを

教授は当時 歳。歯学部の歯周病

ウェーデンに行きました。リンデ

にも高かったので、１年後にはス

授やニーマン教授の評判があまり

そこでイエテボリ大学のリンデ教

授業料が安かったから
（笑） でも、

周病学教室へ行きました。理由は

ロンドン大学イーストマン病院歯

学講座の土台を作ったら開業しよ

大に４年くらい勤務して、歯周病

岡本 日本に帰ってきて日本歯科

とは思わなかったのですか。

ってきたわけですが、開業しよう

先生は大学教授を退官され
――
るまでひたすら後人の指導にあた

学講座の中で一番若い先生が教授

てたくさんの学生が歯周病学を学

ました。結果としては、私を通し

ているうちに現在まできてしまい

て、開業はいつでもできると思っ

でも教えるのが楽しくなってき

いっぱいくるだろうと思って
（笑）

ですし、きっと裕福な患者さんが

りていました。大使館も多かった

きたことを、やっと実践できる時

ら。学生に教え、講演でもやって

答えするために開業したのですか

残したいと希望する患者さんにお

ています。どうしても自分の歯を

んを紹介していただけたらと思っ

きれないような、そういう患者さ

ずに、一般の歯科医院では治療し

とした治療です。保険診療はやら

ラントの学会のようだったこと。

たことは、歯周病ではなくインプ

リカの歯周病学会へ行って失望し

を入れるということはない。アメ

さっさと歯を抜いてインプラント

ーデンは残せるものは残します。

うことになり抜くけれど、スウェ

骨が少なくなると抜歯の適応とい

すが、一般論としてアメリカでは

うと思って六本木にアパートを借

んのためのものなんです。それが
正義ですよ。

んでくれてよかったと思っていま

でも、インプラント会社や種類

は一つじゃない。イタリアだけで

２００種類、日本でも ～ 種類

が。何か危惧されることは？

めに高いものもある。先生の技術

れば、臨床研究に十分投資したた

はあると思います。安いものもあ

も様々です。患者さんはインプラ

の歯周病学とアメリカの歯周病学

との違いを教えることがあるので

岡本 講演などでもスウェーデン

歯周病というとインプラン
――
トとの関係も深いと思うのです

期にきました。
をやってきて、 歳で辞めて、
歳にしていよいよ開業です！

に行うのでしょうか。

『ＴＯＫＹＯ歯周治療センタ
――
ー』では、やはり歯周治療を専門

70
岡本 そうですね。歯周病を中心

30

68

す。長いこと講師や助教授、教授

歯科衛生士のためのプロフェッショナルマニュアル「歯科衛生士臨床のすべて」改
訂版がエルバから発売。組織解剖学、歯周病学、臨床カリオロジー、
インプラント治
療について歯科衛生士臨床の理論と臨床を心理学の側面から網羅した内容は、
患
者さんの理解度を高めるとともに成功率の飛躍的アップ間違いなしとの評判。
Antonella Tani Botticelli 著 岡本 浩・竹内 泰子 監修

20

73

37



インプラントを入れた場合、その

ないし、歯周病で歯を失った人が

トはどれも同じだと思ってはいけ

また先生方からみればインプラン

ントは一つだけと思っているし、

いうような気持ちでやってほしい

療と患者さんに責任を持つんだと

に愛情を持って、生涯、自分の治

ことを避けるためにも、患者さん

くるでしょう。先生方がそういう

てくればそういうトラブルも出て

できるものなんです。

と思っている。

なく加齢によるものじゃないか、

周病になるというのは、病気では

でも、歯周病は間違いなく予防

原因をしっかり見極めないと大変

岡本 確かにスウェーデンでは、

中には歯を磨かなくても全く歯周

無料です。矯正もです。しかし、

歳になるまではどんな歯科治療も

と思います。

先生が学ばれたスウェーデ
――
ンでは予防が進んでいますね。

なことになります。
重度の歯周病にかかる人は遺伝

病にならない人もいるけれど、歯

その後は治療費が高くなりますか

むし歯や歯周病は少ないです。

周病の遺伝を持っている人が歯周

ら予防が徹底される。

する病気の一つでもあるんです。

病で歯を無くしインプラントを入

初の１年に体育とか、ドイツ語と

かやってる場合じゃないですよ。

学校の教養課程で英語をもっとや

るとかね。

全国の現役の歯科医師にメ
――
ッセージを送るとすれば？

岡本 一言 「勉強してください」

というだけです。我田引水みたい

になりますけど、こういうコース

にどんどん出て来て学んでほしい

です。必ず刺激になりますから。

歯が健康であれば医療費も抑え

ていることです。ですから韓国で

大切にすることを疎かに、後回し

は、我々はあまりにも１本の歯を

られることが明白な時代にして
の健診で４～５万円かかることも

は、歯科医師になりたくてなって

にしてはいないだろうか。いっそ

健診の習慣も根付いていて１回
ありますが、みんな必ず行ってい

いる人ですから意識が高い。日本

車検より歯検を実施した方が、よ

れると、インプラントも歯周病に

ますよ。

のように親に言われて仕方なくな

なる可能性が高い。
ンプラント周囲炎です。しかもイ

んていう人はいないわけです。

それが今問題になりつつあるイ
ンプラントは自分の歯より細菌に

日本は海外と比べていろん
――
な意味で遅れているように思いま

をやらないといけない。

れた瞬間から自分の歯以上に予防

岡本 応えは簡単です。歯周病は

ないように思うのですが。

るにしては、歯周病の啓蒙が足り

それにしても、成人の８ 割
――
以上が罹患していると言われてい

欧米と同じです。

業をしていること。知識レベルは

由の一つは英語で書かれた本で授

医師のレベルは高いです。その理

ガポールなど、東南アジアの歯科

程１年、専門課程５年ですが、最

片隅をよぎった。

ないかと、ふとそんなことが頭の

り多くの人々が幸せになるのでは

対して抵抗力が弱い。インプラン

す。歯科医師の水準の違いを指摘

いのつもりじゃないとね。入れっ

老化現象だと思っている人が多

また、韓国などは最近では歯科

日本の大学では、未だに進学課

トを入れた先生は歯周病の遺伝が

する声もあるようですが。

熱い講義に聞き入る受講生たち。岡本先生は、世界基準の歯科医療を目
指す歯科医院のため、今でも数多くの研修会で指導を続けている。

あるかどうかを確認しなければな

ぱなし、放りっ放しだと、ダメに

い。髪の毛が白くなったり頭が薄

医師になるために２つの大学を出

岡本 確かに、韓国、タイ、シン

なったら撤去して、また入れる、

くなったりするのと同じで、神様

なければならない。歯学部に入る

岡本浩
（おかもと・ひろし）
1940年東京都出身。1968年日本歯科大学
卒業。同年アメリカ空軍病院府中デンタルク
リニック勤務。1972年ロンドン大学イーストマ
ン病院歯周病学教室留学。1973年スウェー
デンイェテボリ大学歯学部歯周病学教室留
学1977年日本歯科大学歯学部歯周病学講
師。1982年同大学助教授。
１９９１年奥羽大
学歯学部歯科保存学講座・附属病院・教授
2010年TOKYO歯周治療センター院長就任

Profile

らないし、もし遺伝があれば、入

を繰り返すことになる。

のご意思だと思っている
（笑） 患

条件の一つは、大学を一つ卒業し
80

一生涯その人の面倒をみるぐら

腕の善し悪しにかかわらず、イ

者さんも 歳を超えると ％が歯
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ンプラントを埋入する先生が増え

40

Star Dentist Interview

注目の歯科医師インタビュー

あなたに合った歯科医院と出会える

インターネットで全国の求人情報を提供します
デンタルフィットは、「先生と患者さんに喜ばれたい」という歯愛メディカルの企業理念のもと、
歯科医師・歯科衛生士・アシスタント・受付事務・歯科技工士といった、
日本全国の歯科医院様からの求人情報を専門に掲載しているサイトです。
自分にあった歯科医院をお探しの求職者の方々、ネットでの求人をお考えの歯科医院様は、
ぜひ一度、当サイトをのぞいてみてください。
医院様向けにただ今、無料キャンペーン中！
ご好評につき求人広告掲載無料キャンペーン期間延長！
※仲介料、成約手数料等は一切かかりません。

北海道

沖縄

東北
信越・北陸

九州

中国
四国

首都圏

近畿
東海

全国の求人を掲載しています
デンタルフィット
経由でご就職が
決まった方に、

オリジナル
プレゼントを

ＱＲコードから会員登録

進呈！

1

2

3

左記ＱＲコード
からメールを送信

簡単に
登録完了！！！

登録された方に
登録住所近郊の
最新求人情報が
届きます。

（ＱＲコードが
お使いになれない方は、
p-dentalﬁt@t.bme.jp
から登録してください）

（デンタルフィットより
登録確認メールが
届きます。
）

□□登録前に□□
フィルタリングをかけている場合は
「dentalﬁt.co.jp」
のドメインを受信できるように、
ドメイン指定受信の設定をしてから登録手続きをお願いします。

http://www.dentalﬁt.co.jp デンタルフィット
TEL：076-214-7788 FAX：076-214-7766

住所 〒929-0201 石川県白山市鹿島町1-9-1

検索

営業時間 平日／AM.9:00-PM5:00
（土・日・祝日休み）

デンタリズム対談 2011年の歯科業界を占う！

新規開業を中心に歯科医師を粘り強くサポートし続ける渡辺氏と︑

自院の運営のみならず歯科業界への提言を惜しまない康本氏に

︱︱歯科の新規開業の現場は

計画的に上げていくには︑最低で

クトになりがちです︒でも売上を

2011年の歯科界を占うとともに︑未来への思いを伺ってみた︒

どうなっているのでしょうか︒

医として勤め続けるわけにもいか

渡辺 最近の先生の中には︑勤務

て週２日休むと売上は 万円いく

ニット２台で保険で１日１０人診

の規模が必要なんですけどね︒ユ

もユニットは４〜５台︑ある程度

ないから仕方なく開業を考えると

康本 僕が開業したのは 代だっ

も持てないんでしょうね︒

人が多い︒臨床経験も乏しく自信

いう人もいて︑不安を抱えている

す︒

いことに気づく先生もいるほどで

立ててみて︑初めて食べていけな

かどうか︒そうやって事業計画を

20

たけど︑今は何歳ぐらいでの開業

〜 人診てたし︑研修先の院長先

康本 僕が勤務医の頃は１日に

らったけど今は厳しいよね︒

生にも随分いろんな経験させても

40

前は 歳が開業のピークでしたが︑

渡辺 最近は 歳前後です︒ 年

50

渡辺 これだけ不景気になると︑

10

が多いんだろう︒規模とかは？

20

この 年で 歳に︒歯科医師が過

40

40

規模もコンパ

というパターン︒

け重ねてしまう

るうちに年齢だ

にくい︒迷ってい

らの融資も受け

らず金融機関か

自己資金も貯ま

つからない上︑

所がなかなか見

剰で開業する場

10 35

康本征史
渡辺慶明

株式会社インサイト代表取締役

康本歯科クリニック・院長

Proﬁle わたなべよしあき／1958年福岡県出身。1981年慶応義塾大学法
学部卒。全日空商事㈱、㈱アキラックスを経て1998年㈱インサイトを設立し、代
表取締役に就任、現在に至る。開業コンサルティングから物件紹介まで、歯科
業界のあらゆるコンサルティングを行っている。

Proﬁle やすもとまさふみ／1965年千葉県出身。1991年東北大学歯学部
卒。
３年間の勤務医を経て1994年千葉県柏市に康本歯科クリニック開業。
2000年予防歯科センター柏を開設、2010年柏インプラントセンター開設。㈱
ディーアソシエイツ代表。康本塾主宰。
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康本 今後は﹁顧客﹂をどうやっ

金を使うというのがいいですよね︒

と︑今の 代が引退して２万軒ぐ

康本 今はジョギングする人が増

という︒ドイツなどでは︑そうい

て意識するのかが課題になってく

勤務先の院長もわざわざ自分の患
らい歯科医院が減って新しい医療

り︑健康に意識の高い人が増えて

うのありますよね︒

なくてね︒疾患のある人やインプ

きている︒治療だけをする歯科で

者さんまでまわせませんし︑ます
今の供給インフラは継続させるこ

ラントをする人ばかり増やすのは

はなく︑予防できる歯科作りがで

えたり︑タバコやめる人が増えた

﹁レジデント﹂と呼ばれる︑若い先
とが大切だと思う︒

間違っている︒我々が顧客と呼ん

きればいいな︑と思っている︒

ると思う︒狭い意味での顧客では

康本 患者さんのレベルも上がっ
生だと半額になるとか︑そういう
渡辺 今︑開業は年間２４００軒

でいい層というのは︑健康感が高

また︑歯科にはリーディングホス

水準が生まれていくわけだけれど︑

ているし︑ごく一般的に﹁おもて
システムがある︒僕もちょうど同

ですが︑廃業もどんどん増えてい

くて健康を維持しながら毎日を気

康本 世界は自由診療が主なので︑

なし﹂を受けることが当たり前に
じことを考えていて︑自由診療の

ます︒去年が純増で１００件ちょ

ます臨床経験が乏しくなる︒

なっている︒でも経験が浅い研修
１コイン歯科医院を作ろうかと思

ピタルがない︒医科には国が参考

医などは﹁歯だけ﹂を見て︑ほか

持ちよく過ごしたいと思っている

っていてね︒自費診療は規制を受

っとだから︑ほとんどプラスマイ

に気が回らないから︑患者さんを

にするような病院がある︒僕は歯

けないし︑極端

人︒残念ながらそういう方法論を

怒らせてしまったりね︒

科でも地域の中のリーディングホ

なことを言えば

知らない人たちには︑疾病した際

渡辺 患者にとって︑いい先生と

スピタルを作っていかなければい

タダでもいい︒

にお会いして意識改革をして︑顧

いうのは器具の扱い方が優しいと

けないなと思っている︒

渡辺 安い自費

客として創造していく︒それが本

か︑言葉遣いが丁寧とか︑本業の

渡辺 業界では康本先生を歯科医

ですよね︒その

当の意味の顧客作りだと思う︒こ

技術の部分ではなくて︑提供する

にしておくのはもったいない︑政

かわり臨床経験

れまでの患者ばかりを増やす﹁増

サービスが重視されるという側面

治家にしろ！ という人がいるの

の浅い先生がみ

患﹂というのとは違うんだけどね︒

もありますよね︒

も納得できるでしょ︵笑︶

る︒ただし免許

でも︑今はまだそこにフィーがつ

康本 でも︑ある程度︑歯科医と

いてこないのが悩ましいところ︒

らお金をとれる仕組みですか・・・︒

を持った先生が

ナスゼロと言っていい︒今後は下

康本 国の制度として求めるのは

しての修業を終えていれば﹁おも

渡辺 歯のクリーニングなどは︑

明をしてね︒

がる一方ですからね︒

セーフティネットとの関係からい

ちゃんと診るわ

康本 臨床経験は浅くても︑国が

康本 ただし︑すごく臨床経験の

っても難しいから︑我々が習慣付

てなし﹂もいいけれど︑技術より

ちゃんとライセンスを与えている

豊富な先生から︑いきなり経験の

けと教育︑プレゼンをして︑それ

株式会社インサイト

疾病ではないので保険点数が付き

︱︱若い先生方の臨床経験を増や

人がやるわけで︑指導医なんかも

乏しい先生にレベルが落ちるのは

に乗りたいという人を増やしてい

東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア studio1403
TEL03-6402-1488 http://www.dentalassociate.jp

けで︑患者さん

す方法はないのでしょうか？

置いて︒そうすれば来る人はいる

良くないわけで︑やはり新しい仕

くのがいいのかなと︒

株式会社ディーアソシエイツ

先にマナー講習というのは少し違

渡辺 実は以前︑日本の保健診療

と思うんだよね︒でもさ︑これを

組みを考えないと︒

千葉県柏市十余二155-17-2F
TEL04-7134-4188 http://www.haisha.co.jp/

ませんからね︒
﹁予防﹂と言いなが

を受けられない外国の人が多い地

やると言うと︑まず歯科医師会に

からね︑疾病にお金を払うのでは

康本歯科クリニック

にもしっかり説

域で︑診療所を作って歯科医療を

どんだけおこられるか︵笑︶
︱︱歯科の明るい未来のために

なく︑健康であり続けるためにお

本社
千葉県流山市南流山2-4-2 エムヨン 3F
TEL04-7150-8880
●神奈川支店
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-22-9 T'sビルディング5階
TEL045-915-6007 http://www.insite.co.jp/

●

うと思うけどね︒

提供できなかと考えたことがある

でも︑そうでもしないと次の世代

２０１１年はどのような年に？

渡辺 健康もお金で買う時代です

んです︒若い先生がある程度︑経

が育たない︒あと 年ぐらいする

13

60

験を積むために安く技術提供する

15

裏地桂子 の

歯談・食談

た廃屋同然の館は２年の歳月をか

たいと思っております」
とマダム。

スペイン料理を味わっていただき

スペインの多様な魅力を
味わい尽くせる瀟洒な館。
小笠原伯爵邸
東京都新宿区河田町10-10
TEL03-3359-5830
http://www.ogasawaratei.com
営／レストラン
（要予約）
11:30～15:00、18:00～23:00
バー＆カフェ
（予約不要）
平日 11:30～22:00
土日・祝日 11:30～21:00
料金／ランチ7,350円
ディナー10,500円、15,750円
（サービス料10%別）
休／無休
席／60席、個室２室

スペイン南西部発祥のハモン・イベリコ。小笠
原伯爵邸では生ハムを知り尽くしたコルタドー
ルが最高の状態で提供してくれる。

撮影／中島繁樹

けて修復された。オープン準備の

小笠原伯爵邸の料理は皿数が多

「スペインはダリやガウディを輩

ほとんどを取り仕切った総支配人

く、それだけでも十分楽しみに溢

出した国だけあり、料理の世界も

の渡辺美智子マダムは、自らがヨ

れているが、本国の星付レストラ

小笠原長幹伯爵の邸宅が 75
年
の時を経て『小笠原伯爵邸』とし

ーロッパまで出向き３ヶ月もの間

ンで研鑽を積んだシェフは、スペ

とても実験的で革新的です。私ど

滞在し、家具や調度品はもちろん

インが生んだ減圧加熱調理気「ガ

年前のこ

大理石や鉄といった建築資材に至

ストロバック」や血液を凝固させ

10

美味しいものを引き寄せるパワーの持ち主、
裏地桂子さんがおすすめする

インターナショナル清和株式会社専務取締役。小笠原伯爵邸総支
配人。大学時代にアルバイトとして同社レストランへ勤務したことがき
っかけとなり、同社の歴史に深く関わることに。表参道バンブー、箱根
アルベルコの立ち上げや運営にも携わっている。趣味はワイン句会
と書。
シュヴァリエ・デュ・タートヴァンの称号の持ち主。

て甦ったのは今から

るまで現地で調達したという。一

る医療機器「ローナ」などを自在

もでは、そんな当たり前ではない

朝一夕に醸し出せない存在感には

に操り、驚きに満ちた料理を提供

と。 年もの間使われていなかっ

それなりの訳があるのだ。

30

とっておきの店。今回は新宿に佇むスパニッシュ様式の美しい館をご紹介。

渡辺美智子（わたなべ・みちこ）

裏地桂子（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。
「啓子桂子」のプ
ロデユーサーでもある。2010年11月に4冊目の著書『お家ごはんが美
味しくなる口福の調味料100味選』
（扶桑社）
が発行された。裏地桂子
のハッピーブログ”
お福分け”
毎日更新中！http://blogs.glam.jp/uraji/

小笠原伯爵邸は、
日本における
シェリーへの貢献が評価され、
ヘ
レスの原産地呼称統制委員会
より
「ヴェネンシアドール・デ・メリ
ト」の称号を与えられている。

14

1

3

豊かな採光が得られるレストランのテラス席。

4

2

る歯科医の姿とも重なる。

を積み重ね、よりよい治療法を探

してくれる。その様子は臨床経験

ぶ状態が続いているという。

うこともあり口コミで客が客を呼

最近知ったばかり。少人数制とい

年に２度はスペインへ赴き、フ

に潤いと生命力を与える美智子マ

好奇心旺盛な裏地さんは「私は

の文化や郷土料理が学べる上、ワ

ダムにとって、小笠原のファン作

ランスやイタリアへも欠かさず足

インと一緒に季節のランチコース

りは永遠に尽きることのない楽し

を運び、湧き出でる泉のように店

まで楽しめるなんて素敵でしょ」

みのようでもある。「小鳥の館」
で、

トが気になっています。スペイン

と興奮気味に語る。何度となく店

ぜひその世界を堪能して欲しい。

〈ビバ！スペイン〉というイベン

を訪れている彼女も、この試みは

5
１.雲丹のアロスメロッソ ピーマンのエスカ
リバーダ ロマネスクとマジョラムオイルの香
り ２.帆立貝とフォアグラのクレマ なし音
キャラメリゼとブラックオリーブオイル ３.金
目鯛とモハマのアンフィジョンとトマトコンポー
ト ４.アロスコンレチェと京人参のジュレ、
セ
ップ茸のアイスクリームと赤いキウイのソース
５.シャランさん鴨胸肉 マルコナアーモン
ドのピューレと花梨のコンフィチュール アモ
ンティヤードソース ６.日本随一の品揃えを
誇るスペインワイン。樽で落とされたワインに
は
「OGASAWARA」のエチケットが。

15

ゴンサロ アルバレス

6

GONZALO ALVALEZ
1978年生まれ、
スペイン国籍。
バルセロナのホフマン料理学校
を卒業後、
ミシュラン1つ星レスト
ランのレスグアルドなど数々のレ
ストランで修行を積み、
ネイチェ
ルの全部門のシェフを経てセカン
ドシェフに就任。2009年より小
笠原伯爵邸の料理長に就任。
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虫歯菌と戦うキャンディーが
アメリカから日本初上陸！

「今までで一番美味しいシュ
ガーレスキャンディーを作ろ

今回紹介するのは、看板商品

が誕生し、自由が丘に専門店も

ズ・キャンディーズ・ジャパン

年、株式会社ドクタージョン

海外でも販売され、日本でも昨

カナダやメキシコ、トルコなど

せる効果が立証されている。

こすバクテリアの働きを減少さ

エキスが、虫歯の原因を引き起

リスから得られる特定のハーブ

オロジー科の研究により、リコ

ルス校）歯学部のオーラルバイ

「ハーバルロリポップ」は、10日間１日２本、朝
晩の歯磨き後になめることで、天草根エキス
が虫歯の原因となる口中バクテリアの働きを
３～６ヶ月抑えるとも言われている。
商品のお問い合せについては
株式会社ドクタージョンズ・キャンディーズ・ジャパン TEL03-5752-1180 info@drjohns.jp

数や活動地域の制限が２０１０

家資格を持つ、外国人の就労年

日本で歯科医師や看護師の国

と批判もある医療現場の国際

廃を機に、海外から「閉鎖的」

人）にとどまる。今回の制限撤

設けられていたが、法務省は少

避けるためにいくつかの制限が

までは、日本人との過当競争を

歯科医師の立場からすれば、海

留の外国人にも心強い。日本人

スを受けたい」と願う、日本在

また、
「母国語で医療サービ

化が進みそうだ。

子高齢化が進む中で見直しを検

外開業や海外で同じような思

日撤廃された。これ

討。医療関係の人材を確保する

いを持つ日本人に向けて、日本

月

には、専門技術を持つ外国人を

を飛び出す可能性が出てこな

年

幅広く受け入れる必要があると

会に活力をもたらす人材が増

ムーズになることによって、社

格での在留者はまだまだ少な

え、より充実した社会保障が構

国境を越えた技術の提供がス

く、外国人登録者全体のわずか

築されることが強く望まれる。

医師は２００６年に同様の制

０・ %（２００９年で２２０

限が撤廃されたが、
「医療」資

いとも限らない。
いずれにせよ、

30

判断した。

11

01

う」と考えた歯科医師と衛生士
の夫妻が作った「ドクタージョ
ンズ・キャンディー」は、歯科
医師の立場から様々な工夫を加
リカ歯科医師協会で導入採択後

とも言える「ハーバルロリポッ

えたキャンディーであり、アメ
は、またたくまにベストセラー

プ」
。リコリス（ ウラル甘草 ）
ハーブの成分を含有したオレン

オープンした。

の販売実績は１６００万ドル。 ジ味のキャンディーだ。 UCLA
現在は、アメリカのみならず、 （カルフォルニア大学ロサンゼ

２００８年のアメリカ国内で

となったもの。

キャンディーの生みの親であるジョン・ブ
ルインズマ博士
（Dr.John Bruinsma）
と、
妻で歯科衛生士であるデブラ・ブルイ
ンズマ
（Debra Bruinsma）
夫妻。

外国人歯科医の就労年数制限を
撤廃。医療現場の国際化進む。
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であるディスカスデンタル社よ

米国の審美医療機器メーカー
をこなす
「かわべ歯科」
の川邊研

の講演や、テレビ出演、書籍執筆

広く歯科・経営者セミナーで

関である
「ＲＩＡＬＩＴＹ」
から

米国最大の歯科医療機器評価機

大賞を受賞、２０１０年には、

２００９年に医療機器デザイン

れた。２００８年に発表され、

ＮＶオルソ」の２製品が発売さ

ザー「ＮＶマイクロレーザー／

達するので操作性は抜群です。
」

分岐部や頬側部までチップが到

の治療では、第二大臼歯の遠心

プに内蔵されているため、実際

ザー先端のディスポーザルチッ

ｍ 近いファイバーがなく、レー

レーザー」には通常使用する４

科 医 師 の一人 。
「 ＮＶマイク ロ

グラムのペン型半導体レー

最高評価の５つ星評価を受けた
との事。

次先生も、
いち早くとりいれた歯

り直径 ・５センチ重さわずか

製品である。

ルの開発によりコンパクト化が

２百～５百万円の中、米国での

日本で歯科用レーザーの相場は

時点では、
個人輸入でのみ可能。

エナメル質表面のナノサイズの

イトは、食べかすを取り除き、

カ」の成分ハイドロキシアパタ

（北海道）によれば、
「シェルピ

開発元である有限会社北栄

ルピカ」が注目を集めている。

料に使った歯磨き剤、
薬用
「シェ

歯周病予防や歯の美白に効果

加速。
「ＮＶマイクロレーザー」

実勢販売価格は、なんと１万ド

今年１月には日本でも「ＤＩ

も胸ポケットに入るほどのサイ

ルを切っており、今後の普及に

今、
歯科用レーザーの中でも、

ズで、ワイヤレスフットペダル

的だという、ホタテの貝殻を原

の採用により、驚くべき軽さと

期待がかかる。

が発足した。日本での購入は現

世界初！アパタイト35％の高配合。
ホタテ貝の力で歯がピッカピカ！

ＳＣＵＳレーザー臨床研究会」

商品のお問い合せについては
（社）
医療機器性能検分協会内「DISCUSレーザー臨床研究会」
TEL06-6376-8898まで http://www.discuslaser.com

得に半導体レーザーの発展はめ

全長１７.５cm、
重量わずか５４gの
コンパクトボディ。

ざましく、極小半導体モジュー

操作性を実現している。

汚れを付きにくくする働きがあ

生成法を開発したのは、北海道

ンターの助成を受けて研究し、

長年携わってきた久保木芳徳

り、露出した象牙細管も効果的

このアパタイトを配合した歯

（くぼき・よしのり）名誉教授

大学歯学部で骨や歯の研究に

磨き剤は既にあるが、天然成分

パタイトが、新特許製法により

である。従来は高価であったア

に修復するという。

傷を埋めて平滑化し、微生物や

（微小充填理論 久保木ら １９８７より）

大量安価に製造できるように

なった。

商品のご注文・お問い合せについてはCiメディカル TEL０７６-２７８-８８００まで

54

17

発売以来、
多くの賞を受賞している。

アパタイトの濃度が高くなるほど歯は効果的に白くツルツルになります。

のものは珍しく、また ％の高

配合率を達成したものは世界初
だという。

北 海道科学技術総合振興セ

17

35

次世代半導体レーザーが出現。
ディスカスデンタル社の「ＮＶマイクロレーザー」
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私立歯科大学・歯学部の学費引き下げは
歯科業界に何をもたらすのだろうか。

養し、完全な歯を再生すること

に世界で初めて成功したと、日

本歯科大生命歯学部の中原貴

（なかはら・たか）教授と同大

新潟生命歯学部の佐藤聡（さと

発表。本成果は、昨年 月の日

う・そう）教授の研究チームが

本口腔外科学会において、最優

中原 貴 教授

「器官再生法」
を開発した。今回、

養液からなる新規培養システム

販の医用材料、独自開発した培

日本歯科大生命歯学部

佐藤 聡 教授

よりも大きな問題は、歯科医師
の国家試験で浪人比率が上がっ
大・歯学部の過半数の入学受験

■新規培養システム「器官再生法」

マウスの歯の一部を体外で培

培養による歯根･歯周組織ユニッ
トの再生。※:再生歯槽骨、＊:再生歯根、 扌:再生歯根膜

歯から得られる歯根膜細胞、市

再生を目的として、抜歯した智

現するべく研究に着手。歯根の

歯の再生を現実の医療として実

この器官再生法で歯根が形成

されていないマウスの歯冠を培

養した結果、１ヵ月でほぼ完全

く歯の土台となる歯槽骨と歯

な形の歯が再生。歯根だけでな

根膜も形成された。再生した歯

をマウスに移植したところ、
抜け

落ちることなく定着したという。

この成果は、従来の歯科用イ

ンプラントとは異なり、将来の

細胞 組
･ 織からなる新しい再生
歯〝再生歯インプラント〟への

実現につながる大きな一歩だ。

に今後も注目したい。

る。医療応用に向けて進む研究

できる可能性が秘められてい

根には、新たな歯科医療を提供

中原教授らは５年ほど前から、 そして、
歯周組織付きの再生歯

秀賞を受けた。

日本歯科大新潟生命歯学部

朝日大学と明海大学が、 年

が業界に激震を走らせている。
現場では、合格率が２倍未満ど

度の入学生の学費を１８８８万

全国の私立大学・歯学部の学費
ころか、１倍前半という、ほぼ

ているにも関わらず、私立歯科

平均は６年間で２９３２万円だ
ることだろう。

無競争に近い状態で推移してい

断面像
側面像

円と大幅に引き下げるニュース

から１０００万円以上の開きと

学生選択の幅を広げようとする

今回の学費の大幅引き下げは、

なる。両大学の初年度の学費は
３４８万円で、私立歯科大学平
均の８１２万円の半額以下、約
大学側の最後の賭けなのかもし
れない。いずれにせよ、私立歯

※

培養液の添加物

細胞の足場材料

ヒト歯根細胞膜

マイクロCT像
実体顕微鏡像

再生した
歯根と
歯周組織

＊
＊
※

マウス歯冠

％程度なのだ。

しかも朝日大学では、みずほ

た戦いは、今後も激化すること
が予想されるが、本気で歯科医

科大・歯学部の生き残りをかけ

施設維持費、歯学教育充実費）

師を目指す学生にとっては、よ

銀行との提携奨学融資制度によ

の１８４８万円を上限として融

り安く、より良い教育を選択で

り、入学金を除く学費
（授業料、

資できる環境も整えている。元

もしれない。

本の返済を６年間据え置くため、 きる時代に入ったと言えるのか
６年間は利息のみの支払いで済
むという。更に利息の負担軽減
を目的とした学資借入支援奨学
金が給付されるため、在学中は
国立大学より少ない負担で学ぶ
右へ倣えというわけではない

明海大学
朝日大学

10

ことも可能なのだとか。
だろうが、奥羽大学では歯学教
育充実費の５５０万円を廃止。
６年間で２７００万円かかって
いた学費が２１５０万円となっ
た。私立歯科大・歯学部の定員
割れは、大学運営にとっても深

全国の私立大学歯学部の
学費平均２９３２万円
2000

培養４週間後
培養前

23

刻な問題かもしれないが、それ

3000

朝日大学１８８８万円
明海大学１８８８万円

歯冠

体外培養で世界初、夢の歯の
再生医療につながる開発成功。

43

1000

（単位:万円）
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菌法を、東北大大学院歯学研究

をほぼ死滅させられる新たな殺

虫歯や歯周病などの病原細菌
を３分以内に ・ ％以上死滅

病や虫歯を引き起こす病原細菌

また、この殺菌技術では、歯周

科の菅野太郎（かんの・たろう）

させたという。

菅野助教らの研究グループで
携して歯周病用の治療機器の開

械製造「リコー光学」などと連

さらに、研究チームは精密機

は、口腔内感染症を活性酸素の
発も進めている。活性酸素によ

助教らのチームが開発した。

一種を応用して治療を行う研究

り歯周治療の問題であったプ

みられ、新しい治療器は従来よ

レーザー光を照射し、活性酸素
ラークの取り残しなどにも対応。

る殺菌は人体への影響はないと

の一種
「ヒドロキシルラジカル」

いち早くの実用化が待ち望まれ

をしている。今回は、過酸化水

を生成。その殺菌効果は、通常

るとともに、治療が難しい歯周

素の水溶液に目に見える波長の

口腔内で消毒剤として用いる過

病の奥深い病巣を殺菌すること

掃除が
困難

東北大大学院歯学研究科

【治療法】
超音波振動による物理的な細菌性プラーク
（歯垢）
の除去
【問題点】
最深部のプラークおよび歯石の取り残しが、治療不全や再発につながる

菅野太郎 助教

■新しい治療器の特徴

伊東 孝 院生

同研究科

ドロキシアパタイト板

にさせると、ミュータ

ンス菌の付着及びバイ

オフィルム形成を強く

抑 制 し て い た。 ま た、

マッシュルームレクチ

ン以外でも、コア１と

いう構造を認識するレ

クチンを作用させると

ミュータンス菌の付着

抑制を示したことから、

コア１構造認識レクチ

ンがミュータンス菌の

が特定のレクチンにより抑制さ

への付着とバイオフィルム形成

トしたヒドロキシアパタイト板

るミュータンス菌の唾液でコー

ムは、代表的な齲蝕原因菌であ

ンス
（名古屋市）
の共同研究チー

岡山大学と株式会社グライエ

に含まれることが知られている。

するレクチンはキノコ類や海藻

ことも確認。このコア１を認識

菌が強く結合し、解離しにくい

は他の糖鎖よりもミュータンス

観察 参照）
。また、コア１糖鎖

れた（図１ 走査電子顕微鏡の

抑制する傾向をもつことが示さ

バイオフィルム形成を

れ、さらにミュータンス菌が特

あるレクチンは毒性の心配が低

天然物に多く含まれる物質で

パク質と結合することを明らか

く、また、現代人のエチケット

果、マッシュルームに由来する

る唾液中の糖鎖構造を検討。結

るレクチンと初期付着に関与す

ミュータンス菌の付着を抑制す

つながりそうだ。

食品や医薬部外品への展開にも

も進められており、今後は健康

含有する抽出物の製造技術開発

コや海藻から安価にレクチンを

用 い た 網 羅 的 解 析 に よ っ て、 剤として期待されている。キノ

嗜好にも適した口腔感染症予防

にした。

定の糖鎖を認識して唾液のタン

唾液表面をマッシュルームレクチンでブロックす
ることにより、
バイオフィルム形成が阻害された

99

酸化水素の殺菌効果よりも何千

超音波
スケーラー

岡山大大学院医歯薬学
総合研究科
高柴正悟 教授

本研究では 種類のレクチン

70

図1 マッシュルームレクチンによ
るバイオフィルム形成抑制
①フリーラジカル殺菌と超音波スケーラーを併用することで、取り残しプラークに対応
② 低濃度過酸化水素、可視光レーザーを用いることで、安全性を確保
③ 装置のコスト低減と小型化を達成することで、歯科業界に広く普及

99

～何万倍も強いことが分かった。 などへの応用にも期待が高まる。

■従来の歯周病治療法とその問題点

ミュータンス菌が付着して形成されたヒドロキ
シアパタイト板上のバイオフィルム

レクチンを唾液でコートしたヒ

19

虫歯や歯周病菌を99.99％死滅。
画期的な治療法の実用化に期待。
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マッシュルーム由来の天然レクチンに
虫歯菌の結合を抑制する働きを確認。

いつか訪れたい場所
田沢山の自然を背景として、約600坪の古池に浮か
ぶ能舞台｢月桂殿｣。明治時代後期に、東京・深川の
富岡八幡宮から移築したものだ。
ここでは、
能や新内な
どが定期的に行われる。

あさば

写真＝雨田芳明

俊介
文＝林

Asaba

五二〇余年の歴史を誇る、
修善寺屈指の老舗旅館『あさば』。
緑深い樹林を背に静謐に浮かび上がる、
能舞台の幽玄。

修善寺温泉
『あさば』
には、凡そ

何も無い。最初から何も無かった

のではなく、人間のありさまを見

極めるごとく、あれもこれもを削

いで削いで削ぎつくした結果の豊

穣な空白が満ち満ちている。余計

なものが一切無く、しかも十全に

満ち足りているというのは驚くべ

きことである。まさに
〈知の極み〉

とでもいえる稠密な世界が、あさ

ばという宿には在った。

こういう場所ではなにもしない

のが正しい。一泊、私は、湯につ

かり、食べて、また湯につかり、

寝て、起きて、また食べる。それ

だけのことをしたに過ぎないが、

そうした過ごし方がいかに大切な

ものであるかに気づかされるの

も、あさばならではである。

いきとどいたしつらいや、こま

やかなサービスのあれこれを書き

つらねても詮無いことだ。女将の

含羞、若主人の毅然、支配人の頑

固、客室係の呼吸。いずれもたい

そう好もしいものであったが、そ

れ以上に感服したのは、
〈肝心〉
に

真っ直ぐに向かい合うという潔さ

が館内の隅々にまで行き渡ってい

ることだった。とりわけ料理にそ

のことがよくあらわれていた。特

段の飾り付けはまったくない。素

20

3

1

4

1.新しく開設されたスパでは極上の癒しが得られる。
2.自然石に囲まれた野天風呂は昭和初期に造られたも
の。風にそよぐ竹林を眺めながらの入浴は、
まさに至福
の時間。3.眺望も素晴らしく、
ゆったりと寛げる
「萌葱」
の
間。4.季節によって趣向が凝らされる料理の数々。春は
太刀魚と田芹の鍋が格別。5.名物料理のひとつ、
穴子
の黒米ずし。修善寺で栽培している黒米を、駿河湾で
獲れた穴子で包んだもの。黒米のもっちりとした食感と、
とろけるような穴子の歯ざわりのバランスが絶妙だ。
5

あさば

※小人の宿泊は７歳より承ります。

材の良さを最大限に引き出すべ

く、あえて余分の手を加えず、し

かも滋味にあふれていて、野菜も

魚も豆腐も汁も米飯も一流の仕事

であった。食べ物を美味しそうに

いただいている姿ほど幸福な様子

はないというが、その夜の私はさ

ていたにちがいない。

ぞかしほくほくと幸福な様子をし

酒は黒龍の吟醸を二合。料理以

上には決して目立たない、つつま

しやかな風味の名酒である。こう

いう酒を薦めるところにも、あさ

ばの見識がある。

古池に面して拵えられた野天風

呂は豪壮な中にも拵えものとはお

もえぬ風雅さがあり、湯口の近く

はやや熱い が、 下 手 の あ た り は

ちょうどよい湯加減である。そこ

に体の半分をひたしたまま、私は

考えともつかぬ考えにとらわれな

がら、いつまでも茫然としていた

のだった。

帰り際、靴を揃えてもらいなが

ら、私は言った。

また、来ます。

世辞でもなんでもなく、本当に

私は心からそう思った。あさばで

過ごした夕と朝。
それは私を癒し、

私を慰め、私の汚穢をきれいに洗

い流してくれた実にかけがえのな

いひとときだったのだ。
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