Dentalism Catch Up

患者さんに

薦めてあげたい
この商品

ロッ ク ス

「Ｒ．
Ｏ．
Ｃ．
Ｓ」日本初上陸！
感動のオーラルケア商品。
®

成分であるハイドロキシアパタイ

磨き粉が日本に登場した。歯質の

知られる「Ｒ．
Ｏ．
Ｃ．
Ｓ．」 Ⓡという歯

歯にミネラルを補給することで

影響を低減するアンチタバコとい

バーがあるかと思えば、喫煙の悪

サクラといったユニークなフレー

コレート＆ミントやブルーミング

配合成分によって期待される効

った珍しいタイプまである。

ミネラルで構成されており、体内

用も細分化され、選ぶ楽しさもあ

トは、カルシウムやリン酸という

にあるマグネシウムの約 ％が骨

や歯に蓄えられ、歯のエナメル質

る「Ｒ．
Ｏ．
Ｃ．
Ｓ．」 Ⓡで、 患 者 さ ん

できるオーラルケアシステムを提

に楽しく歯の健康と審美性が維持
けている。

案してみてはどうだろう。

にカルシウムが定着することを助

「Ｒ．
Ｏ．
Ｃ．
Ｓ．」 Ⓡの基本コンセプ
Ⓡ

」 と は、 プ
ト の「 MINERALIN
ラークを溶かしてバクテリアの定

マウススプレー
息をリフレッシ
ュしてくれるマ
ウスウォッシュ
にも、ミネラル
豊富な植物由来
の 原 料 を 使 用。
アルコールやフ
ッ素無配合。

着を予防して抗菌特性も持つブロ

メリンと、キシリトール、カルシ

ウム、リン酸、マグネシウムなど

の 複 合 体 の こ と。
「Ｒ．
Ｏ．
Ｃ．
Ｓ．」 Ⓡ

の歯磨き粉（ベビー、キッズ、バ

イオニカは除く）は、歯と口腔内

に高濃度なミネラルを供給し、歯

質の強化と、むし歯予防、ホワイ

トニングに効果を発揮するのだ。

ベビー用から大人用まで、商品

ラインナップも多彩で、一つ一つ

ベビー／キッズ
マイルドケアのベビー用は、化学防腐剤が
使用されておらず、キッズ用は、高濃度の
キシリトールでむし歯のリスクを低減。

商品問合せ先
Ｃｉメディカル 076-278-8800

に特徴がある。中でも興味深いの

は、パラベンや人工着色料、抗生

物質などが無配合のバイオニカシ

リーズ。カンゾウ根エキスやチョ

ウジ葉油、ユーカリ葉油など、

％以上を植物由来としているもの
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まである。大人用としては、チョ
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オーラルヘルス研究会 代表

歯科衛生士

山本くみ

輝く女 性 に
逢 い に 行く

Kumi Yamamoto

会を模索していた山本くみさんは、

ことをきっかけに、海外で学ぶ機

生士っていい仕事ね」と言われた

あまりにも多くの人から「歯科衛

結婚後、訪れた海外旅行先で、

では普通に水がフロリデーション

てもまったく違っていて、向こう

「フッ化物の使い方一つをとっ

の当たりにした。

理解について、日本との違いを目

る意識の高さ、様々なリスクへの

大阪発で日本を活性化、
世界標準の歯科衛生士。

「子どもを一緒に連れていくなら」

ちろんこんなことはほんの一例で」

され、歯磨き粉の濃度も違う。も

歳のときに４歳の娘を連れてカナ

マイナス１歳からのリスクコン

というご主人の後押しもあり、

ダへ留学。小さな子どもの面倒を

トロールを提唱する背景には、膨

を設立後は、床矯正研究会の鈴木

http://milky.geocities.jp/oralhealth2009

見ながら海外で学び、日本と行き

立している予防の真の姿を、予防

大なエビデンスの中で方法論が確

子育てを通して発見したことや

のプロとして発信していきたいと

来する生活を続けた。

学んだことも多かったという。「娘

いう信念があるからだ。

子ども達のむし歯はほとんどなく

設矢先生をはじめ多くの人たちの

３年前、オーラルヘルス研究会

が通う保育園では、日本より日常

て、むし歯が多くて恥ずかしいと

応援により、歯科医師や歯科衛生

的に甘いものに囲まれていたのに、

言った父兄の一人は、たった２箇

士に向けて、発信する場がどんど

オーラルヘルス研究会

所に詰め物があっただけ」

Profile やまもと・くみ／1962年大阪府泉大
津市出身。1983年大阪府歯科医師会附属歯科
衛生士専門学校を卒業。３年間の歯科医院勤務
を経て、結婚後は非常勤で大阪府の公衆衛生活
動に携わる。2000年～2006年カナダのアルバ
ータ大学で学びADAやCDA 、AAP等で数々の
単位を取得、現在も勉強は継続中。2009年オー
ラルヘルス研究会設立。現在は講演や出張セミ
ナーを中心に活躍。

ん広がってきている。

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。情報お待ちしております。 info_toiawase@dentalism.jp
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元気のもとは忙しい合間をぬって楽しむ
海外旅行と、ビーズアクセサリー作り。
ギリシャやエジプト、イタリア、イギリ
ス、各地を訪れた際の思い出も彼女のパ
ワーの素。

口腔内の状況や口腔ケアに関す

輝 きの 秘 訣

歯科医は
映画がお好き？
文／桂木良子

無人島に行く前に、
歯医者に行こう！

りそうだけど、無人島に行く前に

したら何を？ 答えはいろいろあ

るまで薪をこすり続けても火は点

熾こさなくては！ 手の皮が破れ

この島で生き抜くためには火を

うに消えてゆきました。

歯医者にだけは行っておこう、と

かず、思わず投げつけたバレーボ

無人島に一つだけ持って行くと

思わせてくれる映画がこちら。

の砂浜に打ち上げられていました。

に投げ出され、気がつくとどこか

が、嵐に遭って墜落。荒れ狂う海

自社の貨物機で南米に向うのです

して、贈られた懐中時計を手に、

ケリーへのプロポーズをお預けに

イブの夜も、虫歯の治療と恋人

「時は金なり」が信条の仕事人間。

宅配会社に勤めるチャックは

にスケート靴の刃を当て、一、二

みは増すばかり。意を決して虫歯

るようになったものの、虫歯の痛

に入れ、蟹や魚を焼いて食べられ

何日もかかってようやく火を手

のただ一人の友達となりました。

名付けられたボールは、チャック

は思わず話しかけ、ウィルソンと

ッチ持ってないよね？」チャック

まるでユーモラスな顔のよう。「マ

ようやく通りかかった大型船に救

精魂尽き果てた時、チャックは

があふれるシーンでありました。

ャックの悲しみが胸に迫って、涙

ぶチャック。唯一の友を失ったチ

されてゆきました。必死で名を呼

筏からウィルソンは海に落ち、流

流するうちに、ぼろぼろになった

出会い、風雨に打たれ、何日も漂

ールにくっきりと残った血の跡は、

助かった、と思ったのも束の間。

しかし、ケリーは既に結婚して

助され、夢にまで見た故郷へ、ケ

島での過酷な生活を４年も生き

子供を持つ母になっていました。

の三で石で叩けば、血飛沫あげて
呼べど叫べど救けは来ず、チャ

抜いて、髪も髯も伸び放題。すっ

チャックは島での自分を支えてく

そこは動物さえも住まぬ、岩だら

ックの壮絶なサバイバル生活が始

かり痩せて精悍に変貌したチャッ

れた、あの懐中時計を渡し、雨の

リーの基へ帰ってきました。

まりました。まずは裸足の足を守

クは、島から脱出するチャンスは

中をそっと去ってゆくのでした。

虫歯は飛び、チャックは失神。

るためにパイロットの遺体から靴

風の弱まる４月しかないと悟り、

けの小さな無人島だったのです。

と懐中電灯をいただき、水溜りの

傲慢な男を一変させた過酷な無

木を伐り、皮を剥いで縄を編み、

筏作りに力を注ぐのでした。

ある洞窟を住まいと決めました。
漂着した宅配荷物を集め、ドレ

人島生活。 ㎏も体重を減らして
え、スケート靴の刃でココナツの

えて、ついに外洋に出ることに成

を漕ぎ、押し戻す大波を必死で超

歯を放っておいたチャックの報い

が見事でした。それにしても、虫

チャックを演じたトム･ハンクス

そして迎えたその日。全力で筏
実を割り、小枝を削って小さな蟹

功したチャックは、万感の思いを

スのパニエは網にして小魚を捕ら

を捕まえました。しかし、心の灯

は痛かった。おまけに、ケリーの

結婚相手が歯科医だったなんて。

込めて島を振り返るのでした。

照りつける太陽に焼かれ、鯨に

りでもあった懐中電灯は、やがて
電池が切れ、死者が眸を閉じるよ

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。
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イラスト／楮本恭子
「キャスト・アウエイ」
2000年
米映画 ロバート・ゼメキス監督 トム・ハンクス ヘレン・ハント

Star Dentist Interview

「一歩、勇気を持って足を踏み出し、
研修会や学会など学ぶ場で良い出会いを」
取材・文／丹羽麻理 撮影／中島光行

世界の歯周治療の最前線で活躍

し て い る 京 都 の『 四 条 烏 丸 ぺ リ

オ・インプラントセンター』の宮

本泰和先生は、臨床家としてのみ

ならず、ＪＩＡＤＳ（ The Japan

Institute for Advanced Dental

〈 日本先端歯科医療研究
Studies
会〉
）の理事長、日本臨床歯周病

学会の理事長、ＯＪ（ Osseointeg

）の
ration Study Club of Japan
元会長（現特別顧問）としても、

業界を牽引し続けている。今回は、

様々な立場で歯科医療にかかわり、

広い視野の中で日本の歯科医療を

とらえる宮本先生にお話を伺った。

――宮本先生といえばＪＩＡＤＳ

の歴史と共にキャリアを積まれて

こられたように思いますが、その

きっかけを教えてください。

宮本 大学を卒業する年、勤める

予定だった診療所の都合で、勤め

先が変更となり、別の診療所を紹

介されたのですが、そこの分院に、

アメリカで学んでこられた小野善

弘先生が戻ってこられた訳です。

不思議な巡り合わせでした。

後に小野先生はＪＩＡＤＳを立

ち上げられます。当時、小野先生

はご自分の臨床結果に疑問を持た

れ、アメリカに渡って学ばれてい

7

ＪＩＡＤＳ 理事長 日本臨床歯周病学会 理事長 四条烏丸ぺリオ・インプラントセンター 院長

宮本泰和
Yasukazu
Miyamoto

らから学んでこられ
D r.N evins
た こ と は 画 期 的 で し た。 やがて
Ｉ Ａ Ｄ Ｓ（ The Institute for

年後、 年後はもちろん、一

どこかで必ずほころびも出てくる。

も含めて１年間に 週ほどは土日

出向いて行きますし、自分の講演

を失う」これは、私が 年前にＯ

失うし、世の中、社会からも信頼

がないので、ここ５年ほどは、盆

Ｊの講演で話したことですが、そ

日本臨床歯周病学会では、歯周

生、患者さんの面倒を見るという

でやっているので、出掛けて行く

病で歯をなくした人、歯周病患者

れが今、現実のことになってしま

だから私は治療の中身をオープ

ことそのものがストレスの発散に

暮れ正月、ゴールデンウィーク以

発足し、私はぺリオ・補綴コース

ンにして、患者さんと情報を共有

もなっている。

スタンスでやらないと後で裏切る

の第一期生として参加しました。

して、メインテナンスの継続にも

ある小野先生のおかげです。

今の自分があるのは、メンターで

まで変わるものかと思っています。

いによって、人生というのはここ

でした。こ
会長になる Dr.Nevins
の点と点とを線で繋ぐような出会

たのが後のアメリカ歯周病学会で

ましたが、そこでたまたま出会っ

でしょう？ 検査や基本治療など、

し、少しぐらいは使いたいと思う

患者なら保険料も払っているんだ

宮本 両方あります。もし自分が

――診療は自費のみですか？

おろか現状維持すら難しい。

ずっと学び続けていないと前進は

まっている暇がありませんでした。

進歩しているので、我々も立ち止

より維持されているのでしょう。

――先生のモチベーションは何に

くれることだと思っています。

り、私が生きている価値を高めて

くれていることが自分の喜びであ

患者さんが、 年間歯を維持して

時、歯周病で歯が抜けそうだった

開業して 年になりますが、当

――日本臨床歯周病学会は最も活

激になります。

や講演会で情報交換することも刺

ションがとれますし、海外の学会

歯科医師ともすぐにコミュニケー

える。パソコンを開けば、海外の

自身も更にチャレンジしようと思

見るのも嬉しいことですし、自分

いろんな学会で頑張っている姿を

教えた人たちが成長し、海外や

てきて、 世紀後半になって、や

宮本 人間は長らく歯周病と闘っ

数々の症例に驚かされます。

法」で歯周病を完治に導いている

――インプラント以前に「再生療

思うからです。

の、一つの大きな道ではないかと

ンプラントが生き残っていくため

こうと思っています。それが、イ

インを作って、警鐘を鳴らしてい

とが治療という時代でした。第一

症状を食い止め、悪化させないこ

り手術などしていませんでしたし、

が見えない時代で、開業医はあま

といえば、歯周病はまだまだ出口

宮本 大学を卒業した１９８３年

当たりにされてきたのですね。

する上で大切なことは何でしょう。

――患者さんと長いお付き合いを

いか、という思いでやっています。

常に自分が患者ならどうして欲し

に）切り替わることが多いかな。

明しているので、途中から（自費

療はどういうものかをしっかり説

でも患者さんには、ベストな治

います。月に２、３回は研修会に

講生と会ってもエネルギーをもら

この 月の設立 周年記念大会も

た。私は「歯周再生療法」が、今

っと「再生療法」が入ってきまし

もの。歯は放っておけば悪くなり

高度な手術を要する患者さんとの出会いすら自分が
挑戦すべき課題として取り組む。歯周病、インプラ
ント治療における世界標準の施術への信頼は高い。

盛況であったと聞きましたが、理

30

宮本 今、メディアではインプラ

いことは。

すが、インプラントになる前に救

どい状態で、来院される方がいま

す。患者さんの中には、本当にひ

歯槽骨が吸収して歯がグラグラ

ントバッシングが行われています。

れたとしても、歯周病になりやす

になった患者でもエムドゲインで

える歯は、実はまだまだたくさん

い状況や環境が改善されなければ、

治療し、すごい戻り方をした症例

「歯の喪失原因の第一位は歯周病

インプラントも歯周病になる。そ

がたくさんあります。歯並びが悪

ある。

うすると、患者さんからも信頼を

ですが、そこにインプラントを入

んを助ける治療法だと思っていま

21

6

事長として今後取り組んでいきた

後、 世紀に非常に多くの患者さ

次インプラントブームもありまし

宮本 やはり信頼関係です。治療

そういう背景の中、小野先生が

ます。最初に手を抜いていると、

結果というのは、すぐには出ない

ボストンの歯周病専門医である

うか成功率も高くなかった。

たが、当時は、あまり永続性とい

20

25

25

させるようにしています。

――大学を卒業した瞬間から歯科

気のある学会として評判が高く、

のためのインプラントのガイドラ

歯周病にしても、インプラント

協力いただく。そして歯を長持ち

っていて非常に残念です。

10

外は、ほとんど無休ですが、好き

40

ことになる。

20

にしても、この ～ 年は本当に

）の日
Advanced Dental Studies
本のブランチとしてＪＩＡＤＳが

10
宮本 出会いでしょうか。若い受

30

簡単なものは保険でやります。

20

医療が劇的に進化する様子を目の

月に２回、患者さんのために無料セミナーを実施。歯
周病に対する正しい知識の提供をおろそかにせず、地
道に続ける医院姿勢には脱帽。

8

になると言われた女性患者が、２

他の医院で、近い将来総入れ歯

のです。

とで、元の状態に戻ることもある

を増やしてから矯正治療を施すこ

くグラグラだった歯も、土台の骨

通ってくる。やはり、一人の患者

キープしたいから」と、月に一度

「先生が作ってくださった状態を

度でいいと言っているんですが、

テナンスにも積極的で３カ月に一

者冥利に尽きる一言です。メイン

った」と言ってくれました。歯医

流して「先生に会えて本当によか

ことで不安が少なくなり、その結

強をする。勉強を積み重ねていく

な時代はある。不安があるから勉

あって、技術に自信がなくて不安

あると思うけど、誰にも若い頃は

若い歯科医師は不安がいっぱい

する場へ出て行って欲しい。

一歩踏み出す勇気をもって、勉強

そういう方向に行くのではなくて、

なライバルですから

くれませんよ。みん

くの歯医者は助けて

れるようになる。近

さんに自分が助けら

ことによって、患者

う患者さんを増やす

ます。

年ほどの治療を経て、レントゲン
さんに、どれだ神経や気持ち、愛

果、患者さんに少しずつ良い治療

ね（笑）

に助けて欲しいと思

そうやって、自分

の術前術後の写真を見ながら涙を
情を注いでいけるかが大切です。

が提供できるようになる。

ているとか、いろんなことが言わ

歯科医師が過剰で斜陽産業になっ

歯学部が定員割れしているとか、

宮本 歯医者は儲からないとか、

たいことはありませんか。

そういうハード面よりも、本当は

医院のデザインをどうするとか、

しかない。どこで開業するとか、

かめると思う。結局、自分を磨く

努力した者だけが最後に結果をつ

な時代も生き残っていけると思う。

と出会い、刺激も受けます。勉強

へ出掛けて行けば、どこかで誰か

百聞は一見にしかず。学ぶ場所

だチャンスがある。

くないので、若い先生にはまだま

全体的な治療レベルはそれほど高

んでいる人は随分います。日本の

の一人として、より広いフィール

も、歯科業界を牽引するリーダー

語ってくださった宮本先生。今後

話題についても、終始、穏やかに

険制度の問題点など、ナーバスな

い、日本の歯科医療の仕組みや保

いる歯医者バカなんですよ」と笑

「歯医者のことばっかり考えて

まだ歯のことで悩

れているけれど「果たして本当に

ソフトを、中身を充実させること

するモチベーションを維持させて

ドで活躍し、多くの歯科医師にと

そんな風にやっていけば、どん

――デンタリズムをご覧になって

術後

いる全国の歯科医師に伝えておき

そうだろうか」と考えてみて欲しい。

が大事。

くれる「誰か」と出会うというの

ってよきメンターとなって欲しい。

とか、そういう詐欺まがいな輩の

とか
「自費になる方法を教えます」

が、
「 経営のノウハウ教えます 」

んでいる先生もいると思うんです

中には経営がうまくいかずに悩

けを行うのではなくて、歯周病の

事量も増えます。むし歯の治療だ

療計画を提案できれば、当然、仕

題をすべて抽出して、ベストな治

者さんをきちっと治すために、問

逃して素通りしますが、一人の患

患者さんが１００人来たとして

言うことを鵜呑みにしても一時し

治療やインプラントを入れる技術

して歯の大切さをプロモーション

自分たちが、もっとパワーを出

は大切なことだと思います。

のぎにしかならないし、人をだま

の幅が広がり、選択肢も増えれば、

も、中身のない歯医者は問題を見

してまで仕事をするというのは自

マーケットの幅もおのずと広がり

宮本泰和（みやもと・やすかず）
1956年京都市出身。1977年立命館大
学中退、岐阜歯科大学入学。1983年岐
阜歯科大学卒業。1983年より小野善弘、
中村公雄両氏に師事。1986年京都市に
て宮本歯科医院開業。2000年四条烏丸
ペリオ・インプラントセンター開設。
JIADS理事長 日本臨床歯周病学会理
事長 OJ元会長
AAP会員 AO会員
朝日大学客員教授、東京医科歯科大学、
新潟大学歯学部非常勤講師
■四条烏丸ぺリオ・インプラントセンター
京都市下京区四条通高倉西入る76番地
アソベビル3F
075-253-6487
http://www.pic-dent.com/

していけば、まだまだ大丈夫。

分自身が詐欺師になるということ。
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30代女性の初診
時と術後８年を経
過した写真。歯周
再生療法によって
歯槽骨が増大し、
矯正治療で美しさ
も取り戻せた。歯
科治療を通して患
者さんの人生を救
った数多くの実例
の一部。

術前

末瀬一彦

日本歯科CAD／CAM学会 会長

の校長を務められ、さらに全国歯

士専門学校、歯科衛生士専門学校

教育に携わるとともに、歯科技工

大学では客員教授の立場で臨床・

――末瀬先生は、歯科医師として

高まりに応えるジルコニア素材の

なってきたことや、審美的要求の

復物を効率的に製作できるように

術の向上などによって高精度な修

フト面でも改善され、切削加工技

そんな中、ＣＡＤ／ＣＡＭがソ

末瀬 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭは、

置づけていらっしゃいますか。

ポジットレジンの小臼歯補綴に対

テムを用いたハイブリッド型コン

最近では、ＣＡＤ／ＣＡＭシス

登場など、様々な開発が進んだこ

１９８０年代の開発当初は、診療

する先進医療としての保険適用や、

上にわたって務めておられますが、

中に口腔内で直接光学印象して、

インプラント治療におけるサージ

とで、多くの臨床に取り入れられ

その場でインレーを装着するとい

カルガイド、カスタムアバットメ

そんな中で、日本歯科ＣＡＤ／Ｃ

うのが画期的でしたが、適合性が

ント、上部構造の制作などにも適

るようになりました。

悪かったということもあり、しば

用され、その応用範囲にも注目が

われてきましたが、製作者の知識

ドで補綴物を作るということが行

が繊細な技能によってハンドメイ

の整備、材料の開発や教育プログ

の推進やシステムの互換性、規格

及したことにより、ネットワーク

ＣＡＤ／ＣＡＭが加速度的に普

集まっています。

や技能の差によって補綴物の仕上

た。良質な歯科医療の提供のため

ラムの開発なども急務となしまし
でもありました。

がりに差が出てしまうことが課題

その一方で、歯科医師や技工士

らく普及してきませんでした。

ＡＭ学会の発足を、どのように位

10

Kazuhiko Suese

歯科医療の現場でもデジタル化が進み、ＣＴ、マイクロスコープ、ＣＡＤ／ＣＡＭは、
三種の神器のように取りざたされている。昨年のＩＤＳケルン国際デンタルショーでは、
とりわけＣＡＤ／ＣＡＭが花盛りであった。おりしも、日本では２０１０年に
日本歯科ＣＡＤ／ＣＡＭ学会が発足したばかり。今回は、同学会会長である末瀬一彦氏に、
歯科医療現場におけるＣＡＤ／ＣＡＭの今後について話を伺った。
撮影／岡 暁 取材・文／丹羽麻理

科技工士教育協議会会長を 年以

歯科医療、歯科技工の現場において
避 けては通れないＣＡＤ ／ＣＡＭの活用。

ark

Dentalism T
デンタリ
ズム・ト
ーク

Profile 末瀬一彦（すえせ・かずひこ）
1951年奈良県出身。1976年大阪歯科大学卒業。1980年大阪歯科大学大学院修了。大阪歯科
大学助手、講師を経て、1997年大阪歯科大学 客員教授、歯科技工士専門学校校長に就任。
2008年より大阪歯科大学歯科衛生士専門学校校長も兼務。
日本CAD/CAM学会会長 全国歯科技工士教育協議会会長 全国歯科衛生士教育協議会理
事 日本歯科医用機器学会会長、日本歯科審美学会副会長、日本歯科技工学会副会長
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「激変する世界の歯科技工現場」

にも、臨床家や研究者、開発企業
などが情報交換できる場としても

末瀬 現在、日本では 歳以上の

不安は解消されるでしょうか。

日本の歯科技工士の減少に対する

――ＣＡＤ／ＣＡＭの登場により、

足いたしました。

宮崎隆教授らと一緒に、学会を発

生産性も向上し、高精度・高品質

技工現場の作業環境が改善され、

ＡＤ／ＣＡＭの登場により、歯科

れは非常に危ない状況ですが、Ｃ

は自分では作れない。ある面、こ

くなっているので、若い歯科医師

が、今は大学での技工実習も少な

身で技工物を作ることもできます

入される中、フレームの選択基準

ます。一方で多くのシステムが導

が可能となることも期待されてい

ータの送受信のみで補綴物の製作

どの操作が省略され、デジタルデ

象の技術革新により、模型製作な

また、近い将来、口腔内光学印

うね。

うというケースも出てくるでしょ

ています。

がら、講習会なども積極的に行っ

今は厚生労働省などの協力も得な

国では 校ほどの技工学校が出来

容が整備されてきていますし、中

においても歯科技工制度や教育内

学会が必要だと思い、昭和大学の

歯科技工士の就業率は ％以上と
な修復物を安定的に供給する体制

ＣＡＭ
ＣＡＤによりスキャンされたデータを切削する
CAM（Computer Aided Manufacturing）シス
テム。精度の高い切削加工により単冠からブリ
ッジまで短時間での加工が可能に。削り出され
たジルコニアフレーム。

なっており、 歳以下の就業率は

も１２００名程度の減少し、２８

り、毎年２８００名ほどの卒業生
ようですが、今後、ＣＡＤ／ＣＡ

ンターなども数が増えてきている

――昨今では、ＣＡＤ／ＣＡＭセ

が整い始めているのは事実です。

わらざるを得ないようですね。

――歯科技工士の役割も大きく変

られています。

て、より詳細な基準の確立も求め

や設計基準、色調選択などについ

えた技工所がたくさんあります。

３０００人という歯科技工士を抱

末瀬 中国などは、２０００人、

介いただけませんか。

Ｄ／ＣＡＭ事情について少しご紹

――世界の歯科技工の現場、ＣＡ

ません。

ップアップしていかなければなり

や修業年限の延長などさらにステ

歯科技工士国家試験の全国統一化

プリーダーを堅持するためには、

てきています。日本も世界のトッ

７％以下です。 年前は 校あっ

００人ほどいた学生数は１２００

Ｍの導入はどのように進んでいく

末瀬 まず、最終調整や高度な色

た歯科技工士学校も今は 校に減

人程度に落ち込み、全国の技工士
のでしょうか。

きます。スキャニング・ＣＡＤだ

ＡＤとＣＡＭは切り離すことがで

ものもあり非常に高額ですが、Ｃ

最終的にどういうものを作るのか

し、コンピュータを扱うためには、

ョンにも習熟することが必要です

ね。
ＣＡＤ／ＣＡＭのオペレーシ

の約半分は、中国に発注されてい

います。今や、アメリカの技工物

れ、素晴らしい供給体制が整って

所は非常にオートメーション化さ

彦先生がとらえるＣＡＤ／ＣＡＭ

からバックアップしている末瀬一

立場から見つめ、教育という側面

歯科技工士、歯科衛生士の３者の

歯科医療の現場を、歯科医師、

学校の充足率は約７割という状況

台と並んでいる。大規模な技工

けであれば３００万円程度で購入

ると言われています。

れます。データを送って削り出し

あればＣＡＤのみの導入も考えら

めていますので、小さな技工所で

数の技工所が、全体の３／４を占

日本では、１～５人という少人

勉強していただく必要があります。

ろん、それ以前に学校の先生にも

大きく変わってきています。もち

います。教育現場でも学ぶ範囲は

技能が必要とされる部分が残って

まだ人の手や感覚による仕上げ、

大勢います。しかし、韓国や台湾

活躍している日本人歯科技工士も

ドイツなど、歯科医療の最前線で

われ、実際、アメリカやカナダ、

のレベルは世界トップレベルと言

その一方で、日本の歯科技工士

て受け止めることが急務であろう。

どを巻き込んだ、大きな流れとし

既に歯科医師会や材料メーカーな

のこととして考えるのではなく、

入以来の大きな革新を、遠い将来

められているのは、精密鋳造の導

の世界。今、歯科医療の現場に求

というイメージも大事です。まだ

上げることが要求されるでしょう

そこにはＣＡＤ／ＣＡＭが 台、

です。
歳以上の歯科医師は、大学で

も技工を学んでいましたのでご自

50

できるものも出てきました。

なると一台１０００万円程度する

調再現を行うための技術レベルを

80

末瀬 ＣＡＤ／ＣＡＭはセットに

10

30

50 50

53 72

ＣＡＤ
コンピュータを利用した設計システムCAD（Computer
Aided Design）により、模型がスキャニングされ歯
冠形状の基本データが３Ｄで作られる。

60

の部分は、メーカーなどが請け負

11

50

私立歯科大･歯学部の志願者数が増加。
国家試験の合格率はほぼ横ばい。

医師国家試験では 年ぶりに

合格率が ％の大台を超えたが、

3

回歯科医師国家試験

の合格率は ・ ％で、前年よ

第

90

1
0
5

71

1

り ・ ポイントアップしたも

1

のの、受験者の約 割が不合格

0

率にも影響を及ぼしている。国

を極めており、国家試験の合格

一定レベルの入学者確保も困難

定員割れの大学にいたっては、

課題が大きいように思われる。

が低い私立大においては、より

国公立大に比べて入学競争率

となる状況が続いている。

3

立大の ・ ％、公立大の ・

1

％に比して、私立大は ・

73

3

84

67

均年齢が 歳と、高齢化が進む

れている。さらに、歯科医の平

す者のための環境の改革も行わ

の導入など、各大学で歯学を志

目的とした新しいカリキュラム

における将来のリーダー育成を

る。また、歯科教育と歯科医療

一因には、学費の減額実施があ

が増加。この入試状況上向きの

こ数年減り続けていた志願者数

入学志願状況を見てみると、こ

一方で、私立歯科大学全体の

％という平均以下の合格率だ。

5

かも知れない。

望を見出す材料となっているの

ことも、学生にとっては将来展

58
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歯科医師向けクレジットカード
医療機器などの購入でもポイントが付く
「Medical Owner’
sカード」が誕生。
約 万件の歯科医院が利用す

る歯科材料通販最大手「

メディカル」が、
「 Medical Ow

」を 発
ner sカ ー ド ／
行する。以前は自社によるポイ

’

ント付与は歯ブラシなどの雑品

に限られていたが、クレジット

決済に伴い、結果としてセメン

トなどの医療機器や医薬品まで、

ポイント付与が認められるよう

になった背景もあり、同カード

はそのニーズに対応している。

が取り扱う医療機器を含

り、
ポイントから商品

に交換できるというポイント

プログラムだ。貯まった「 Oki

ギフ
ポ イ ン ト 」は
Doki
トカードや航空会社のマイル、

ポイントなどへの移行もで

2
0
0

http://www.jcb.co.jp/

Medical Owner’
s カード／JCB誕生！
ゴールド法人カード

初年度無料

使用者追加1名様ごと

※次 年度以降は年間利用額12万
年会費1,312円（税込） 円以上で年会費無料となります。
※無料となる初年度年会費はJCBが負担いたします。
※初年度年会費無料は代表者ならびに代表者と同時にお申込みの追加使用者が対象。

カード特典
一般･ゴールドともに

初年度年会費無料！
ゴールド会員のみ、Ciでご利用になると

Oki Dokiポイントが
通常の2倍！

キャンペーン
実施中

15

C
i

0120-883-623
0570-00-3332（有料）

一般法人カード

1
2

J
C
B

6

9:00 ～17:00 日･祝・年末年始休

初年度
年会費無料！ Ciメディカル×JCB

年会費1,312円（税込）

C
i

JCB法人デスク（入会ご案内専用）

JCBサービスについて
詳しくはこちら

カード使用者1名様の場合

J
C
B

む商品、ナースウェア、歯科技

ポイント貯ま

きて汎用性も高い。

また、一般法人とゴールド法

携帯からは

人の 種類のカードが用意され、

どちらも初年度年会費無料から

スタートできる。歯科医院の

日々の経費だけでなく、ポイン

トを貯めての有効利用や、クレ

ジットカード払いによるキャッ

シュフロー改善のメリットも。

賢く活用したい、お得で便利な

法人カードである。

※医薬品や金属などの一部商品の中には
カード支払い対象外のものもあり。

お問い合わせ

2

T

J
C

工物、サービスなどの支払いが

円で

1

可 能（ ※ ）で、利 用 時 に

の「 Oki Doki
ポ イ ン ト 」が
付 く。 毎 月 の 合 計 利 用 金 額
B

1
0
0
0

カード使用者1名様の場合

年会費10,500円（税込）

初年度無料

使用者追加1名様ごと

年会費 3,150円（税込）
※ゴールド本会員の初年度年会費はJCBと㈱歯愛メディカルが負担いたします。
※初年度年会費無料は代表者ならびに代表者と同時にお申込みの追加使用者が対象。

旅行損害保険

最高で海外1億円、国内5000万円の旅行
損害保険を自動的にお付けします。

空港ラウンジサービス

国内所要空港内、ハワイ･ホノルル国際空港
内の会員専用ラウンジをご利用になれます。

～2013/1/15（火）までに、合計5,000円以上/口座を
ご利用いただいた方に、もれなくQuoカードをプレゼント。
一般カード：500円分、ゴールドカード：1,000円分

食後すぐの歯磨きは歯にダメージ。
少なくとも30分経過後が理想的。

ら磨いた人たちはほとんど腐食

分もしくは 時間経過してか

使っている人は多いが、磨くタ

がみられなかったという。

歯の磨き方や磨く回数に気を

イミングを意識している人はど

糖分や炭酸を摂取した後はと
くに口の中が酸性に傾き、エナ

れくらいいるだろう。食後すぐ
の歯磨きが歯に深刻なダメージ

メル質が溶けだす臨界pH5・

飲料で口をすすいだりするのも

ンクを飲む量が増えると、歯に

甘いスポーツ飲料や栄養ドリ

ンクを、 ％が毎日 本以上の

期的にスポーツ飲料と栄養ドリ

表された。とりわけ、歯の表面

stry（総合歯科学）
」に発

「General Denti

う研究結果が、米歯科専門誌

とって大きな損傷が生じるとい

クの方が 倍高かったという。

スポーツ飲料よりも栄養ドリン

のエナメル質の損傷の度合いは、

われている。実験によると、歯

スポーツ飲料を飲んでいるとい

62

取することで酸性の液体の中に

分が多いうえ酸性度が高い。摂

だという。これらの飲料は、糖

のエナメル質へ及ぼす害は深刻

益以上に害をもたらすという警

を飲んだ後に歯を磨くことは利

がっているため、これらの飲料

また、歯のエナメル上に酸が広

が失われると、歯は知覚過敏に

なる。歯を保護するエナメル質

ンクの消費量を抑えるという身

りも、スポーツ飲料と栄養ドリ

には、高額なホワイトニングよ

美しく白い歯を維持するため

鐘も鳴らしている。

なり、虫歯のリスクも高まるこ

米国では 代の ～ ％が定

てみるのが有効かもしれない。

近な生活習慣の見直しから始め

歯のエナメル質を溶かす原因と

歯を「浸している」状態となり、

2
ととなる。

50

を与えることが、米シカゴに本

を下回る。そうなった状態で

分が難しい場合は、口内の酸
性度を通常レベルに下げるため、

たずに歯を磨いた被験者の口内

有効。まずは「食後すぐの歯磨

1

スポーツ飲料や栄養ドリンク
の酸が歯のエナメル質を損傷
させるため、それらの消費量
を最低限に抑えるよう提案。
【
『General Dentistry』2012
年5･6月号発表の論文より】

部を置く総合歯科学会
（AGD）

歯磨きをすると、象牙質を削り

によって酸にさらされた象牙質

の最新の研究で明らかになった。

実験では、エナメル質の内側

が再び硬さを取り戻すため、少

やすくなってしまう。したがっ

の象牙質（デンティン）と呼ば

なくとも食後 分経ってから歯

今、歯磨きをするタイミングの

れる、エナメル質よりも柔らか

磨きをするのが望ましいという

て、歯の腐食を防ぐには、唾液

く虫歯が進行しやすい層のサン

訳だ。とりわけ朝の忙しい食後

重要性が注目されている。

プルを被験者たちの口内に装着。

歯磨きを行ってその腐食度合を

デンタルガムを噛んだり、中性

それぞれ異なったタイミングで

観察した。すると、食後 分経

では、象牙質の腐食が確認され、

30

1

30

きは控える」ことを日頃から意
識したい。

10

30
5

30
分以内では腐食具合は著しく

30

増すという結果に。だが、食後

20

Dentalism
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Topics

艶のある美しく白い歯を維持するには
栄養ドリンクやスポーツ飲料を避けて。

16
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ウーロン茶が歯垢の沈着を抑え、
虫歯予防のための有用な手段に。

サントリー食品インターナシ

平均プラークスコア

顕著なプラークスコアの減少が

日本に住む外国人100名を

目立つ。一方で、現在の矯正治

が分かった。また、日本、アメ

歯並びを悪いと感じていること

％と多くの外国人が、日本人の

比べてあまり浸透していないこ

たない装置は、日本では海外に

マウスピース矯正」などの目立

側矯正（舌側矯正）
」や「透明

療で実際に用いられている「裏

リカ、中国の一般男女600名

とも分かった。

対象に行った調査によると、

を対象に行った比較調査では、

な抵抗があったり、目立たない

矯正装置をつけることに心理的

は日本でも高い認識があるが、

れた。歯並びの重要性について

が強い人が多いという結果が表

では矯正治療の見た目に抵抗感

なイメージとは対照的に、日本

海外の矯正治療に対する前向き

も求められている。

医師側からの積極的な働きかけ

情報が広く伝播するよう、歯科

日々進歩する矯正治療の正しい

本でも歯並びへの関心が高まり、

康にも大きく関わっている。日

でなく、口腔内や身体全体の健

歯並びは見た目の美しさだけ

日本人は海外とは対照的に矯正治療にネガティブ。ポジティブな海外と正反対の傾向が見られる。

装置を求めたり、という傾向が

63.5％

認められている。今回の試験は、
人がウーロン茶を飲用して、水
と比較した場合のウーロン茶の

矯正治療中のイメージ

ョナル株式会社は、大阪大学大
学院歯学研究科、岡山大学大学
院医歯薬総合研究科の共同研究

プラーク沈着抑制効果を検証。
平均プラークスコアをみると、

により、ウーロン茶の飲用がデ
ンタルプラーク（歯垢）の沈着

ウーロン茶を飲用すると、水を

れやすくなっていることも確認。

水を飲用した時と比較してはが

時に形成されたプラークの方が、

した際、ウーロン茶を飲用した

た（図 ）
。また、歯面掃除を

沈着が少なくなることが分かっ

飲用した時と比べてプラークの

抑制につながることを確認した。
ウーロン茶に含まれるポリフェ
ノールには、虫歯原因細菌（う
蝕原性細菌）が産生するグルコ
シルトランスフェラーゼの活性
を阻害し、虫歯の発生を抑制す
る働きを持つことがこれまでの

ウーロン茶の日常的な飲用は虫

100（％）

75

50

試験期間中の水、ウーロン茶ともに平均摂取量は3,600ml。
試験終了後の平均プラークスコアは、水摂取の場合は126、
ウーロン茶摂取の場合は104と、有意な差が認められた。

歯予防のための有用な手段のひ

36.5％

24.0％

中国

米国

日本

日本では歯科医への相談すらも一般的に
行われていない実態が明らかに。矯正治
療率・治療意向ともに低い。

日本では海外に比べて目立たない矯正治
療が浸透していない。
「裏側矯正（舌側
矯正）
」の日本の認知度は25.5％。

76.0％

63.0％

■矯 正装置による不
自由で、つらい

37.0％

■歯 並びが良くなっ
ていくのが、うれ
しい

研究で明らかにされている。ま
た、ラットを用いた実験では、
虫歯原因細菌の感染前・中・後

※『アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社』の意識調査より

76

25.5

中国

25

0

100（％）

75

74.5

21.5

78.5

中国

50

25

0

32.5

米国

67.5

17.0

83.0

米国

76.5

日本 23.5

69.5

30.5

日本

ウーロン茶
水
0

とつになり得ると考えられる検

■相談したことがある ■相談したことがない

50

の、どのタイミングでウーロン

歯並びについて歯科医への相談経験

150

証結果である。

透明マウスピース矯正の認知度

■知っている

■知らない

「日本人は歯並びが良い」と回答した人は
わずか4％にとどまり、多くの外国人が日
本人の歯並びの悪さを意識している。
歯並びの重要性については、海外と同様
の認識の高さが伺える。身体全体の健康
に影響することに関しても、認識が高い。

76％
8.0
90.5

100（％）
75

歯並びが悪い

群間で有意差あり
（p＜0.01）
200

茶ポリフェノールを投与しても、

17

89.0

1.5
中国

50
25
0

20％
米国

100

1

外国人「日本人は歯並びが悪い」。
国内外で矯正治療のイメージに差。
どちらでもない

0.5
85.0

10.5
日本

10.5

4％
4.5

日本人の歯並びの印象
歯並びは笑顔の印象を左右する

歯並びが良い

■あてはまる ■どちらともいえない ■あてはまらない

図1 水またはウーロン茶飲用時のプラークスコアの比較

裏地桂子 の

歯談・食談
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とっておきの店。
今回は、お寿司が大好きな裏地さんが幾度となく訪れている住宅街の人情店へお邪魔しました。

撮影／木村文吾

判の寿司店には一度は足を運んで

お寿司好きを自認し、東京で評

たちによる和やかな雰囲気。

い込まれた道具、この店に集う人

いる。木肌の温もりと、大切に使

いするのが定番です。器の趣味も

楼』さんの〈ばらちらし〉をお願

ど前。以来毎年、年末には『金多

「初めてうかがったのは３年ほ

にある『金多楼寿司』だ。

カッコイイ。江戸っ子らしい懐の

んのお手製だ。粋で、いなせで、

粋な鯉口シャツは、女将の節子さ

ている。二人が着ている仕事着の

息子の剛さんも一緒に板場に立っ

を構えたのは 年前のこと。今は、

大将の野口さんがこの場所で店

いいし、連れて行って欲しいとい

深さと、繊細な気遣い、値打ちの

っている店の一つが三宿の住宅街

う友人も多くて」と裏地さん。

内には、清々しい「気」が満ちて

建て替えられたという真新しい店

昨年、半年もの間、店を閉めて

ようだ。器の見立てもいい。田中

眼が、多様な客を惹きつけている

あるものをさらりと見極める審美

（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
デュースなどを手掛ける。近著に
『お家ごはんが美味しくなる口福
の調味料100味選』
（扶桑社）
な
どがある。裏地桂子のハッピーブロ
グ＂
お福分け”
毎日更新中！ 草月
流師範。京都・寿庵にて個別指導
の「いけ花教室」主宰。

（のぐち・
しろう）
1947年東京都出身。1970年
に三宿に『金多楼寿司 』を構え
る。 以 来42年 こ の 道 一 筋。
2011年の5月より半年間、店を
休んで大改装。昨年末より営業
を再開。現在は、息子の剛さんと
板場に立つ。

金多楼寿司
三宿

いる裏地さんが、近頃、足繁く通

東京都世田谷区三宿2丁目11番1号
03-3413-4339
営／17:30～23:00（21:00 L.O）
料金／10,500円～
休／水曜日
席数／カウンター10席
女将の節子さんによる人気ブログ
http://kintarosus.exblog.jp/

42

野口四郎

心のやりとりも美味しい
カウンター10席の特等席

裏地桂子

18

万里などがさりげなく使われ、主

ど、唐津が多いかと思えば、古伊

佐次郎や中川自然坊、浜本洋好な

常連のお屋敷に出張寿司に出向く

嬉々として客を迎える。時には、

タを揃え、丁寧な仕事をほどこし、

ないの」と語るご主人は、いいネ

など、様々な求めに応じて誠心誠

役の料理を引き立てる。
仕事が好きで、仕事に真面目。

と長年の信頼もあって河岸でも仲

りしていたご主人は、人柄の良さ

季節を味わう酒の肴の数々にも、

思いで握られる一貫一貫の寿司や、

美味しいものを提供したいとの

意尽くす。

間が多く、それは当然のことなが

もてなしの心配りが溢れなんとも

寿司職人になる前から河岸へ出入

ら寿司にも反映される。

気持ちがよい店なのだ。

19

「うちは（値段を）高くしたく

塗の御重で持たせてもらえる、
人気の高い「ばらずし」
（要予
約）
。器は返却が必要なので、
常連さんの御用達品。具材が
たっぷり入った贅沢な一品。
（1人前2100円より）
。

先頃開かれた日本顎咬合学会の東日
がった」と相談がありました。状況を

ン濃度が７（基準値の半分程度）に下

菊池恩恵

本大震災のセミナーで、３月に行われ
尋ねると、食べものが足りず、子供に

被災地の口腔ケアと栄養支援

震災孤児支援チャリティ

ハブラシや口腔衛生用品を送り続けて

被災地４百ヵ所以上に４万本にのぼる

ブラシを届ける取り組みで、１年間に

を駆使して東日本大震災の被
Twitter
災地に、きめ細かに直接かつ迅速にハ

ンセラー）
に再会しました。
この運動は、

の伊藤夕里亜さん（福岡県・
brush_aid
イトウデンタルクリニック 栄養カウ

ー 講 演 会 」 で 活 動 報 告 し た Tooth

の教訓をもとに、今後また起こりうる

伊 藤 さ ん は、 Toothbrush_aid
の活
動も栄養支援の活動も、今回の大震災

子を支えました。

ーを発送。彼女の機敏な栄養支援が母

に医師に相談しヘム鉄のサプリメント

栄養カウンセラーの伊藤さんは直ち

にしていたといいます。

食べさせるのが精一杯で自分を後回し

た「 ・

いる草の根の支援プロジェクトです。

震災に備えて、初動をスムーズにする
仕組みが必要と強調します。

とマルチビタミン、プロテインクッキ

伊藤さんは、震災直後から被災地に

やその他口腔ケア用品と共に栄養補給

「避難用の持ち出し袋には歯ブラシ

代表の先
そ れ を 見 た Toothbrush_aid
田寛志さんが広報担当としての参加を

のためのプロテインやサプリメントの

でメッセージを発信。
向けて Twitter

呼びかけました。

備えが必要なことを一般の方にもぜひ

● http://www.facebook.com/#!/

events/405497979491363/  

■ 編集後記

歯 科 業 界 のコ ミュニケ ー ションマガ ジ ン

『 Dentalism
（デンタリズム）』
は、第 号も、
大変多くの皆様から反響をいただきました。
その中の一部をご紹介いたします。

兵庫県 Ｔ歯科様

今号の「ＤＮＴ（デンタリズム・ニュース＆トピ

ックス）
」のコーナーにてご紹介しております。

愛知県

てご紹介してもよろしいでしょうか」

「 記 事のコピーを保 健センター内に張り出し

も ちろん結 構です。
「デンタリズム」 掲 載と

「カンジタ菌と歯周病菌との関係の記事を興

味深く拝見しました。 実際の論文などは、

歯科衛生士様

ありがとうございました。

お問合せやご要望をいただきました。 本当に

そのほか、多くの皆様より電話やメールで、

www.dentalism.jp

ちらをご参照ください。

ジタルマガジンをアップしておりますので、そ

バーの予備がございません。ホームページにデ

おり ますが、
「デンタリズム」 は、バックナン

毎号、類似のお問い合わせを多数いただいて

徳島県 Ｓ歯科様

千葉県 Ｄ歯科様

東京都

いいのでバックナンバーを送って欲しい」

「 歯科衛生士をしているのですが、有料でも

いう出典を記載いただけると幸いです。

保健センター様

どうすれば入手することができますか」
神奈川県 Ｈ歯科様
新潟県 Ｓ歯科様

奥羽大学様の意向により最初に記事掲載さ

れた福 島 民 友 新 聞 社 様をご紹 介させていた
だきました。

「今回、Ｃｉ（メディカル）の金属リサイクル

を利用したが、いままでのものよりずっと良

かった。 惰性や付き合いでＡ社（具体名は伏

せさせていただきます）に出してる先生にも
っと知らせるべきだ！」
埼玉県 Ｋ歯科様

広 告の情 報が先 生のお 役に立ったようです

ね。 広告主様にもお伝えしておきます。

「ポリリン酸によるホワイトニングの記事を拝

発行所／株式会社金沢倶楽部

「歯科関連の支援物資は現地に大量

（担当：森田）

見し、セミナーに関心があるのですが、連絡

〒104-0045東京都中央区築地4-1-12ビュロー銀座

知っていただきたいと思います」
。

TEL：092-642-6483

先はＦＡＸ番号しかないのでしょうか？」
香川県 Ｔ歯科様

TEL03 - 3544 -５９３９FAX03 -3544 -5934

三重県 Ｋ歯科様

広 告 主 様のご都 合によりＦＡＸ番 号しか掲

載しておりませんが、一度ＦＡＸにてご連絡

いただけ ましたら、折 り 返しご連 絡 くださ
るとのことです。

験の結果がわかれば教えて欲しい」

編集人／丹羽麻理

に送られています。でも被災地で圧倒

（日）10：00〜13：00
日時：8月5日
会場：九州大学歯学部
臨床研究棟2F 講義室201
主催：九州大学病院全身管理歯科

11

「 今 年の学 部の今 年の入 試 状 況や、 国 家 試

発行人／寺西秀樹

口腔ケアと栄養。被災地への歯科の

講演会のお知らせ

的に不足していたのは赤ちゃんと子供

第11回
東日本大震災復興祈願談話会
絆創幸3「医療支援・栄養支援」

支援は「命」に直結する最重要課題な
のです。
伊藤夕里亜さんが「栄養支援～攻
めの歯科医療支援～」
と題して講演
を行います。

で現地
用のハブラシでした。 Twitter
から直接届く情報を基に、きめ細かに
ニーズに応えられるのは私たちだけと
思って活動を続けました」と伊藤さん。
被災地からは「子供用の歯ブラシが
手に入って助かりました 」
「 義歯を外
せずにいたが、ケースや洗浄剤が届い
てやっと手入れができた」など、次々
に喜びの声が寄せられました。

神奈川県 Ｈ歯科様

http://www.dentalism.jp

11

被災地の妊婦さんから「ヘモグロビ

［デンタリズム］

3

菊池恩恵
（きくち・めぐみ）1953年岩手県出身。歯科医院の経営を支援する株式会社コムネッ
ト代表。http://comnt.co.jp/

伊藤夕里亜さんと。
日本顎咬合学会会場にて

24

