Dentalism Catch Up

歯科医師に

お薦めしたい
この商品

デジタル血圧計＋パルスモニタ
「パルフィス ＷＢ １-００」

モニターを使用するケースが多い

医科で使用されているような生体

タリングが必要なため、歯科でも、

圧や血中酸素飽和度の変化のモニ

インプラントの手術時には、血

まってくるということでもある。

様々な疾患を持つ患者の比率が高

く こ と が 予 想 さ れ る が、 そ れ は

す高齢者に対する治療が増えてい

本では、歯科の現場でも、ますま

電図機能もあり、装置そのものが

歯科ではあまり必要とされない心

に素早く対処していくためだろう。

ある。麻酔治療の後の体調の変化

モニタリングの習慣が始まりつつ

既に、意識の高い歯科医院では、

大袈裟で、歯科の現場で使用する

医科で使用されている生体モニ

が、実はこちら結構お高い上に、

のは患者さんの不安を逆にあおっ

ターの実勢価格が 万円以上であ

トではあるが、連続測定ができず、

一方、家庭用は安価でコンパク

ィス ＷＢ １-００」の価格は画期
的でもある。歯科医院に１台は当

ることを考えると、この「パルフ

てしまう可能性もある。

記録証明用としてプリントアウト

たり前としても、今後、ユニット

も、そう遠くはないかも知れない。

することもできないため、医療現

そんな中、開発されたのが手首

とにかく、診療台に座ったらま

の台数分が必要となる日が来るの

で多項目がモニタリングできる、

ず計測、治療中もそのまま測定。

それがこれからの歯科医院サービ

商品問合せ先 Ｃｉメディカル 076-278-8800

「パルフィス ＷＢ １-００」であ
る。こちらはコンパクトな上、脈

場での使用に耐えない。
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スの一つとなることだろう。

デジタル血圧計＋パルスモニタ
「パルフィスＷＢ-100」日本製
63,000円（税込）

拍数や血圧はもちろん、血中酸素

） な ど が、
飽 和 度（ SpO2
連続で最大 時間測定でき、

パソコンでデータを表示す

ることもできるという優れ

ものだ。この商品は、医科

の現場でも注目され始めて

おり、在宅診療や介護施設

にも必需品となる可能性を
秘めている。

超高齢化社会を迎える日
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表参道デンタルオフィス 院長

根本康子

輝く女 性 に
逢 い に 行く

Yasuko Nemoto

ても活躍する敏腕歯科医師である。

プの一つ、ＪＩＡＤＳの講師とし

日本を代表するスタディーグルー

構えて２年となる根本康子先生は、

に『表参道デンタルオフィス』を

原宿はキャットストリート沿い

ン、マーク・ネビンス、ケヴィン・

１カ月もの間、パメラ・マクレー

紹介もあり、単身アメリカを訪れ

年には師匠である小野善弘先生の

３回は海外でも学んだ。２００９

数々の研修会にも参加。年に２～

タ デ ィ ー グ ル ー プ に 所 属 後 は、

患者の歯を少しでも多く残すため、
再生療法への取り組みにも意欲を燃やす。

歯学部を卒業して 年。キャリ

医院を背負うことになった 代の

勉強を始めたのは院長として歯科

アは決して短くはないが、本当に

の元を巡り研鑽を積んだ。

ドなど、名だたるトップ歯科医師

マーフィ、ピーター・ノードラン

「患者さんに、いろんな治療を

半ばからだったという。

ましたし、専門医制も確立してい

「診療スタイルも随分違ってい

断・再建学を専攻するという。貪

この春からは大学院で歯周診

て刺激になりましたね」

めました。結構しましたね（笑）
」

東京都渋谷区神宮前6丁目1-4ガーデンテラス2F
TEL03-6427-7690
http://www.omotesando-dental.com/

欲に学び、見聞を広め、次々に新

表参道デンタルオフィス

囁くように優しく語るその姿か

Profile ねもと・やすこ／1967年茨城県出身。1992
年新潟大学歯学部卒業、新潟大学歯学部第1補綴学教
室入局。1994年開業歯科医院勤務。1998年明倫短期
大学勤務。2000年やまぶき歯科医院勤務。2002年や
まぶき歯科医院院長となる。2011年表参道デンタル
オフィス開院。AO会員、AAP会員、
OJ正会員、
日本臨床
歯周病学会、
日本再生歯学会、JIADS歯周病コース講師

たな目標を定める根本先生の挑戦

院内に飾られているビートルズの絵はイラスト
レーターの那須慶子さんの作品でお気に入りの
１枚。音楽が大好きで元気の素だという根本先
生は音楽関係のお友達も多いのだとか。

らは想像しにくいが、抜群の行動

ンを増やしたいと思い、勉強を始

提供したい、もっと治療オプショ
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は、まだまだ尽きることがない。

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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力には目を見張るものがある。ス

輝 きの 秘 訣

歯科医は
映画がお好き？
文／桂木良子

あゝ…無情！

見ろ！下を見ろ！』と歌う男たち

容赦ない波に打たれながら『下を

難破船を曳行する数百の囚人たち。

1815年、フランスの港町で

台までもくれた司教の慈悲にふれ、

を許し、
『 正しく生きよ 』と、燭

教会から銀の食器を盗んだジャン

一夜の宿と食事を与えてくれた

ようにこき使われていたなんて。

どころか、盗人宿の主人に雑巾の

守ろうとした娘コゼットは、病気

だ。それなのに、彼女が命がけで

天で身を売る娼婦に堕ちてゆくの

命じて、自毛を切る本番に臨んだ

その後を善に生きたジャンの一生

というアン・ハサウェイの体当た

の重い歌声が響く。そしてクロー

MISERABLEとは、惨め

りの演技と、
「 夢 や ぶ れ て 」の 歌

「何があっても撮り続けて」と

なとか、哀れなという意味だそう

唱 に 涙 が あ ふ れ る。 ア カ デ ミ ー

を、壮大なスケールで描く。

覆われ、怒りと憎しみがこびりつ

だが、最も悲惨なのはファンティ

賞・助演女優賞受賞も納得だ！

ズアップされる一人の男。丸刈り

いた双眸がギラギラと光る。

ーヌだ。

の頭は尖り、痩せこけた頬は髯に

貧しさ故に、たった一本のパン

では甘い貴公子を演じた彼の、あ

ーを演じ、
「ニューヨークの恋人」

「Ｘメン」でストイックなヒーロ

演じるのはヒュー･ジャックマン。

がれた男、ジャン・バルジャンを

仕送りをしなければ病気の娘コ

しく工場をクビになってしまう。

存在を暴露され、必死の懇願も空

った彼女は宿屋に預けていた娘の

長は色目を使い、仲間の嫉妬をか

ティーヌ。若く美しい彼女に工場

なったジャンの工場で働くファン

ちの死など、人の世の悲しさや無

合わせ。革命の旗を掲げた学生た

リウスを愛してしまうという巡り

人宿の娘エポニーヌが同じ青年マ

白、美しく成長したコゼットと盗

ル自身も監獄で生まれたという独

執念深くジャンを追うジャベー

年後、モントルイユの市長と

を盗んで 年の長きを獄舎につな

まりの変貌ぶり、鬼の形相に度肝
フランスの文豪ビクトル・ユゴ

夜の町で、大切なペンダントを売

ゼットは死んでしまう！ 怪しい

される。そして、最期のジャンを

衆の歌」の力強さと明るさに励ま

慈悲を描きながらも、
ラストの
「民

を抜かれるオープニングだ。
ー が150年 も 前 に 書 い た 小 説

って フラン。それではとても足
化されたが、2012年製作の作

売って、ジョリジョリとハサミで

りず、長く美しい髪を フランで

心からほっとした。天国でも歯無

ヌに、ちゃんと歯が有ったことに

天国から迎えに来たファンティー

「レ・ミゼラブル」は何度も映画
品は、ブロードウェイで大ヒット

刈られた頭は無惨な散切りに。

ックマンはもちろん、共演のラッ

歌っている。主演のヒュー･ジャ

さえつけられて、大きなカナテコ

て、たちまちファンティーヌは押

悪な街娼が『奥歯にしな』と囁い

物は噛めるさ』と云う男に、意地

は需要があったわけで、歯学の歴

れ歯に？ 買う人がいるってこと

う使ったのだろう。差し歯に？入

ラはあったらしいが、歯は誰にど

それにしても、当時すでにカツ

しだなんて悲しすぎるもの…

セル・クロウやアン・ハサウェイ、

で生きた歯を抜かれるのである。

続いて『歯を フランで買うよ。

端役に至るまで、素晴らしい歌唱

の台詞が歌で、俳優自身が実際に

力で「天は二物を与えず」は、持

デミー賞あげたかったなぁ…

ヒュー･ジャックマンにもアカ

史ってすごい！

け、こうしてファンティーヌは野

娼婦たちはお為ごかしの言葉をか

激痛と惨めさにうずくまる彼女に、
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したミュージカルの映画化。全て

10

4
たざる者への慰め言葉だった…と
気づく。
ストーリーはご存知のとおり。

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
「レ・ミゼラブル」
‘12英 トム・フーパー監督 ヒュー･ジャックマン アン・ハサウェイ

Star Dentist Interview

取材・文／丹羽麻理 撮影／藤森祐治

今年、発足５年目を迎えたスタ

ディーグループ「 ５ Ｄ- Ｊａｐ

ａｎ」のファウンダーの一人とし

て、また、日本を代表する臨床家

の一人として広く知られる歯科医

師、船登彰芳。歯に衣着せぬ物言

いで、時に大きな波紋を呼ぶこと

もあるが、歯科医師として、指導

者として、誤解を恐れずに本音を

語り続ける姿は、一方で絶大な支

持も受けている。今回は、歯科業

界の風雲児、船登彰芳先生の次の

一手を探るべく、北陸は石川県金

沢市にある『なぎさ歯科クリニッ

ク』を訪れ話を伺った。

――５ Ｄ- Ｊａｐａｎ（以下５ -

Ｄ）は新時代のスタディーグルー

プとして注目を集めていますが、

目指しているものは？

船登 設立メンバーである石川知

弘、北島 一、福西一浩、南 昌

宏、そして船登彰芳の５名が、そ

れぞれに研鑽を積み、得てきたこ

とを融合させ、自分たちの声で、

自分たちの臨床スタイルを発信し

ていくことです。

スタディーグループの垣根を越

えて自由に学び、意見交換ができ

る場を作り、歯内治療、歯周治療、

マイクロ治療、インプラント治療、

7

患者さんのため、歯科医師のため、
本音で最善の提案をしていきたい。

Akiyoshi
Funato

5 D Japanファウンダー なぎさ歯科クリニック 院長

船登 彰芳
-

ってもらえたら嬉しいですね。

ていますが、そこに魅力を感じと

の学術・臨床経験をすべて提供し

審美治療、５人が得意とする分野

ています。

もう一度、確認していこうと思っ

本に立ち返り、当たり前のことを

せていて何が提供できるのか、基

歯科医師がどんな技術を持ち合わ

集めました。ぜひご紹介を。

船登先生が臨床に取り入れ話題を

機能化技術」は、世界に先駆けて

ＣＬＡの小川隆広教授による「光

――海外といえば、アメリカのＵ

船登 おかげ様で数多くある講習

数に達してしまうと評判です。
は意外にも遅かったとか？

いますが、ご自身が学び始めたの

――長く指導的立場で活躍されて

を発明しました。

世界で初めて発見し、その解決法

の結合能力が劣化していくことを

チタンは時間の経過とともに骨と

船登 小川教授は2009年に、

会から、
私たちのコースを選んでい
船登 僕が真剣に勉強し始めたの

――５ Ｄ-の研修会は、すぐに定

ただき感謝しています。ここまで

歯科では、同じインプラントな

は、実は故郷である（石川県の）

みると、治療法に一つの正解しか

ように思います。患者さんごとに

的な治療に陥りやすい側面もある

が、その言葉に縛られ、逆に画一

治療をしたいと思ったのがきっか

歯茎を健康な状態に戻す質の高い

歯が抜け落ちる原因を探り、歯や

いている姿を目の当たりにして…。

得なかった患者さんが、受付で泣

ある日、歯周病で抜歯せざるを

る骨の量が新鮮なインプラントに

通の）インプラントでは、結合す

間が経った（現在使われている普

多くの骨ができるのに対して、時

の新鮮なインプラントの周りには

たけど、実は工場で作られた直後

は変わらないというのが定説でし

き、日本では一昨年から実用開始

ーカーのほとんどの種類で使用で

世界に数百あるインプラントメ

になったということです。

者さんはそれだけ早く噛めるよう

ました。治癒期間が短くなり、患

装置導入前に比べて、ほぼ半減し

船登 仮歯装着までの治療期間が

の実用化は、この夏頃からだと思

船登 「光機能化技術」の欧米で

共に動いている感じがしますね。

外国語版が続々登場とか。時代と

プト インプラントセラピー』も

石川先生との著書『 ４ Ｄ-コンセ

が世界へ広がるのは興奮しますね。

――日本人研究者や臨床家の仕事

ら時間が経ってもその性能や性質

ないということは、ありえないよ

けでした。そこで当時、日本に紹

比べて、半分ぐらいしか出来てい

羽咋市に戻り開業してから。

何とか順調にきていると思います。
「包括治療」という言葉が、よ

うに思います。だから様々な方面

介されはじめた歯周治療とインプ

く使われるようになってきました

からのアプローチ、治療の「コン

います。様々な形で日本から世界

に向けて発信できることは喜ばし

となりました。徐々に導入する歯

科医院も増えてきているようです

いことです。

ないことがわかった。

が、中には「何でもっと早く買わ

『４ Ｄ-コンセプト インプラン

ラント治療を学び、今日まで模索

特定の波長の紫外線をインプラン

なかったんだろう」と言っている

トセラピー』は、２００８年に出

でも、小川教授の研究によって、

海外の学会や研修会にも出掛け

トに照射することによって、
工場で

先生もいます。

版後、英語版、ドイツ語版が出て、

し続けてきました。
て行き、有名な先生の話を聞くた

作られたばかりの新鮮な状態以上

高価なものではあるし、躊躇す

センサス」が必要となる。５ Ｄ-は、

びに圧倒されましたね。日本の歯

のパフォーマンスをインプラント

版が出ました。何年先になるかは

科はどうあるべきか、どうして行

今、使っているインプラントの最

わかりませんが、遅くとも 歳ま

２年前に中国語版、昨年、韓国語

高のパフォーマンスを引き出し、

でには自分たちがやってきた仕事

る理由は様々にあるだろうけれど、
――インプラントの親水性がよく

患者さんに最高のものが提供でき

を記録した、
渾身の一冊を５ Ｄ-の

に与えることを可能としたのです。
のは、世界との出会いがきっかけ

なり、結合する骨の量が増えるこ

るので、使わない手はないと思う。

りたい」と強く思うようになった
と言えるかも知れません。

とで最も効果が出たポイントは？

くべきか。
「 もっと、ちゃんとや

そこを大切に考えています。

光機能化装置「セラビーム」
導入前の10カ月間に埋め込んだインプラントは222本で8本
が脱落、成功率は96％であったのに対して、導入後の10カ月
間では168本のうち4本が脱落、成功率は98％と、ほぼ同等
だったが、最も大きな違いは治癒期間が圧倒的に短くなった
ことだという。

60

患者さんの希望を踏まえた上で、

「5-D」のロゴが大きく入った診療用の
ユニフォーム。
「5-D」
と未来の歯科医療
を背負う意気込みがほとばしっている。

8

って、終わったら９時、 時頃ま

歯科は医科と違い、開業医であ

い。そのほうが見よう見まねより、

で原稿作ったり、何やかんや。金

うまくいかなかった一つの症例の

っても、どこで開業しても、世界

いうのが、僕の基本スタンスです

仕事しながら夜書かなきゃいけ
曜の夜には東京か大阪に向かい、

ほうが、我々はずっと覚えている

と対等に渡り合える可能性のある

皆で書き残したいと考えています。
ないし、もう大変やけどね！
（笑）
週末のコースを終えて戻るのは日

ものだし、そこから学ぶことの方

分野だと思っています。そこに魅

ずっと近道のように思います。

でも、教えているから書けるし、
曜の夜。たまに日曜日が空いても、

が多いですよ。そのほうが今の時

ね。うまくいった の臨床例より、

逆にしゃべらないと書かれへん。
一日中診療所のオフィスかな。
でも今年は講演をいくつか断わ
っていますよ。そろそろもう一度、

力も感じます。だからこそ、広い

視野に立ちワールドスタンダード

代、若い子はついてきやすいんじ
ゃなかな。

――『デンタリズム』は、全国の

な知識を身につけて欲しいと思っ
削らずに抜かずに経過を追うのは

開業歯科医院へ届けられています。

「歯医者は自分の天職。身体が健

腰を落ち着け診療に向かい、改め
難しいかもしれないし、さりとて、

最後に何かメッセージがあれば。

康である限り現場に立って、臨床

――仕事に、研修会に、執筆に、

問題のある歯・歯列の解決法もは

船登 学会や単発の講演会に足を

若い頃は弁当を持ってきて夜中の

からスタートしても、グローバル

――どこに拠点を置こうと、いつ

らおうと考えています。

できるだけ効率的に身につけても

けて身に着けてきた知識や技術を、

ら５ Ｄ-は、自分たちが長い間か

の勉強会に所属して学んでみて欲

る人は、どこでもいいから、一つ

いうのが一番よくない。意欲のあ

て見た、聞いた、やってみた」と

い声と、物事の本質を見透かすよ

ときおり関西弁の交じる通りの良

がらみを嫌い、勝負球は直球一本。

科医師、船登彰芳。嘘や偽り、し

ています。

今一番欲しいのは、時間かな。

っきりせず、葛藤している先生も

を続けていきたい」と語る熱血歯

て勉強しないと出がらしのお茶に

にない。土日はコースで教えて、
もうちょっと勉強する時間、もの

運ぶのもいいことだけど、
「 行っ

お休みはなさそうですね。

月曜日から水曜日は診療。家に帰

多いと思います。だからこそ、僕

時すぎまで家に帰らないことも

に活躍できる可能性を実証する先

療所のオフィスに残って勉強する。

書きする時間が必要かな。

なる。

10

ると勉強できないので、平日は診

船登 あるようで、ない。ほんま

ている。

だから書かなきゃいけないと思っ

10

頃かな。木曜は午前中が診療で午

船登 僕らが若い頃は 歳前後で

生の姿は、励みになりますね。

の治療のトラブルについて相談を

近年は、不適切なインプラント

相談し、症例を見てもらいながら

しい。そこで知り合った先輩方に

タディーグル―プや国の垣根をひ

うな強い目力で、これからも、ス

多かったけど、今はさすがに 時
後は休診だけど、２時から英語の

時代。若い先生方には、少なくと

さんもある程度の情報を持ち得る

一般的な時代でしたが、今は患者

田舎に戻って開業するというのが

しっかり学んで実践していって欲

し、また、より多くの人たちに、

ント治療について伝えていきたい

医師として正しい歯周・インプラ

受けることも多いのですが、歯科

また別の勉強会に行ってみたらい

自分との方向性が違うと思ったら、

研鑽を積んでいって欲しい。もし

ちを導いていって欲しい。

な歯科医師として、若き臨床家た

ょいと越え、いつまでも、一本気

後輩たちの指導・育成には力は惜

しいと思います。そのためにも、

も 歳前後ぐらいまで勉強して、
すめています。

あとね、うまくいった治療のみ

しみませんよ。
っとうな歯科医療をするにはどう

で校正する講演もいいけれど、失

一方で借金を抱えて開業し、ま
したらいいかというジレンマに直

敗症例も開示しながら講演すると

船登彰芳（ふなと・あきよし）
1962年石川県出身。1987年 広島
大学歯学部卒業。大阪で勤務医とし
て勤務した後、1991年石川県羽咋市
で『なぎさデンタルクリニック』開業。
1998年 金沢市に『なぎさ歯科クリ
ニック』
移設開院。2008年HOIPS
（北
陸インプラントぺリオセンター）創設。
2008年「5-D Japan」設立。
所属／AAP（ 米国歯周病学会 ）
、
EAO（ヨーロッパインプラント学会）
、
ＡＯ（アメリカインプラント学会）
、
再生補綴医学研究会
■なぎさ歯科クリニック
石川県金沢市広岡2-10-6
076-223-5555
http://www.nagisadc.com/

プライベートレッスンに来てもら

船登彰芳先生と石川知弘先生の共著『4-D コンセ
プト インプラントセラピー』は、英語・ドイツ語・
韓国語・中国語で翻訳されている。

30

自信をつけてから開業するようす

35

面している先生も多い。
（ 歯を ）

9

10

12

デンタリズ ム 対 談 「 開 業 支 援 の 現 場 から」

歯科経営トータルプロデュース グッドワン 代表
院長
瑛清会 もちづき歯科医院
医療法人

Profile たかはし・よしいち●1954年茨城県出身。30年間勤務した都市銀行
を早期退職し、歯科のコンサルタントとなる。2008年グッドワン設立。ファ
イナンシャル・プランニング技能士、第二種衛生管理者などの資格も持つ。
Profile もちづき・ひでのり●1966年千葉県出身。1991年東北大学歯学部
卒業。卒業して２年後、北浦和にある歯科医院の分院長としてさいたま市へ。
1996年さいたま市見沼区でもちづき歯科医院開業。2011年3月8日移設開業。

くこと。先生のコンセプトは医院

ールし、役割分担を明確にしてい

ですね。それをスタッフにもアピ

のをしっかり確認し共有すること

高橋 先生の方針、目指すべきも

切にしていることは何ですか？

――歯科医院開業の際に、一番大

ますよ（笑）

たことがない。金利交渉までやり

したらから融資に関しては断られ

自分でやってみました。金融畑で

業者との交渉まで、何でもすべて

場合によっては材料屋さんや建設

画書作り、スタッフ教育、内覧会、

物件探しから、資金調達、事業計

医師の開業比率がおよそ４人に１人なのに対して、歯科医師の開業
比率は約３人に２人。これは約 万人の歯科医師のうち６万人以上
が開業していることになる。消費税増税を控え、設備投資や開業ラ
ッシュが予想される今、歯科医院運営や開業支援の現場では、何が問
われているのか。今回は、歯科開業、経営コンサルタントの高橋良一氏
と、彼が支援する歯科医師、望月秀徳氏に話を伺った。

――まずは、お二人の出会いを。

高橋 開業の５カ月ほど前だった

でしょうか、私と仲間が主催する

開業セミナーに、たまたま参加し

て下さったことがご縁でした。

望月 医院の増床・移設を検討し

ていた頃なのですが、せっかくの

機会なので、いろいろ勉強してみ
たいと思いまして。

――高橋さんのコンサルタントと
してのモットーは？

高橋 先生が失敗しないために力

を尽くすのが仕事です。それはス

タッフのためであり、患者さんの

ためでもありますからね。医院が
潰れると患者さんが一番
困ります。

私は金融機関を退職し、
第二の人生として医療周
辺での仕事を考えていた
際に、歯科業界との出会
いがありました。これま
で６年で 件ほどお手伝
いしてきましたが、
土地・

50

高橋良一
望月英徳

撮影／中島繁樹 取材・構成／丹羽麻理

10

10

ぶれます。

それが明確でないと、スタッフも

運営のすべてに影響を与えます。
切なことだと実感しています。

ちを高めていくことは、とても大

ものです。スタッフみんなの気持
ミュニケーションがとれています。

し、専門分野の先生とも良好なコ

療の幅も広げてきていらっしゃる

ったのです。

もいいと思

めるために

キッズ専門のスペースを増床する

高橋 移設して２年ですが、既に

ていきたいですね。

の医院経営について相談を受ける
患者さんも増えて大成功というと

――ユニット数を増やした分だけ

モノの提案

こういった

ただし、

先生からは、どんどん具体的な相

ないこともあるのに対して、望月

しても、設備やソフトが伴ってい

計画もあります。予防歯科を標榜

高橋 開業支援に限らず、運営中

ことができない先生や、代診の先
ケースでは、たいていコミュニケ

を受け入れ

また、１日に最大 人しか診る
生に任せられないという先生に、
ころでしょうか。

談が上がってくる。先日も、医院

ーションが足りない。

ても、上手

ユニットは５台も６台も必要ない

望月 地域密着でやってきました

近頃は保育士さんを置く歯科医

僕はドクターに見せないことを

うかが実はポイントで、望月先生

院も出てきましたが、親子連れで

ですし、インプラントをやらない

の場合は、患者さんが忘れずに持

来院される患者さんに安心して治

に保育士を入れたいと相談があり

ていきたいという気持ちが強くな

ってきてくださるように工夫した

療を受けていただくための措置で

く活用して

ってきました。でも開業後

り、コミュニケーションツールと

すが、将来を見据えて、いろいろ

が、周囲には小学校が４～５軒あ

しばらくは人手も足りなく

して活かしたりしています。患者

考えていることがわかります。

条件に、スタッフにアンケートを

てそれどころではなかった

さんも歯の診療記録が残り、不安

望月 今後は、少人数からでもい

のに開業当初からＣＴを導入する

のですが、１年が経ってド

も払拭できます。

いので、子どもとお母さんを集め

ましたが、即、賛成しました。

それよりも、医院運営の成否を

クターも増え、ようやく受

望月 「キッズクラブ」は手探り

て、もっと歯について学んでいた

いけるかど

分けるのはスタッフです。雇用に

け入れ体制が整ってきたの

で ス タ ー ト し ま し た が、 家 族 の

だける機会、講習会を開いていき

って子どもの患者さんも多いので、

まつわる問題も数多く見てきまし

で、じゃあ、まずはやって

方々の間でも歯に対する意識が高

たいですね。

とることがあるのですが、
「 先生

たので、就業規則や賃金規定書な

みようかと。

まってきたことが実感できます。

高橋 間もなく１０００名を超え

など高額な設備投資も必要ない。

ど、最低限のものは定めるよう提

最初から完璧を目指すの

家族ぐるみで来院いただけるよう

る「キッズクラブ」の新たな活か

小さいうちから、ちゃんと指導し

案しています。スタッフのレベル

ではなく、とりあえずスタートし

になった患者さんもいますし。

が何を考えているかわからない」
、

が向上すると、医院のレベルは必

いう人が実に多い。それでも与え

て、少しずつレベルを上げていこ

２０１２年の４月からスタート

資金面でも無理せずコンパクトに

トが３台だったのですが、少し手

られた仕事をこなせばお給料がも

うと思って取り組んできました。

して、
「 キ ッ ズ ク ラ ブ 」の 会 員 数

然的に上がります。

は１０００名近くになりました。

る課題ということです！
（笑）

埼玉県さいたま市見沼区
春岡2丁目39
TEL 048-687-6480
http://mdc6480.com/
index.html

望月 うちの場合、以前はユニッ

考えたことを、まずは行動に移し

もちろん治療も行いますが、我々

■もちづき歯科医院

「何をしていいかわからない」と

狭になってきたのと、場所は住ま

らえるから続けているというのが

高橋 望月先生が素晴らしいのは
先生のように努力すればスタッ

てみるということです。
「 キッズ

歯科医師の一番のサービスは、む

■歯科経営トータルプロデュース

スタートする提案もしています。

いと同じだったのですが、意外と

実状です。
フも応えてくれますし、成果が出

クラブ」構想を伺ったときは、す

し歯にさせないことだと思ってい

し方を考えていくのが、私の次な

わかりづらい場所にあったので、

ればスタッフにも還元されるんで

ぐに「連絡ノート」の活用を提案

グッドワン
東京都豊島区池袋4-36-17
ASS第3ビル302
TEL 03-6912-8258
http://goodgoodno1.com/

近くなのですが思い切ってこの場
新しいことを始めるにも、スタ

すけどね。望月先生は、移設前か

ます。子どもたちの成長を見守り
60

所に移りました。
ッフが同じ方向を向かないと、こ

しました。親のデンタルＩＱを高

ながら、むし歯のない子を増やし

ら１日 ～ 人は診ていましたが、
50

今は１００人を超えています。治

めるためにも、子どもの意識を高

ちらがアレをやろう、コレをやろ
うと言ってもなかなか実現しない

11

15

うえに、増殖が早く、神経細胞

髄幹細胞は、数が確保しやすい

乳歯や親知らずの中にある歯

なった。

法の臨床研究に乗り出すことに

し、運動機能を回復させる治療

胞などを脊髄損傷の患者に移植

プが、歯の内部にある歯髄幹細

岐阜薬科大学の共同研究グルー

岐阜大大学院医学系研究科と

床応用となり、寝たきりや車い

歯髄幹細胞を使った国内初の臨

委と厚生労働省が承認すれば、

倫理審査委員会に申請し、倫理

も検証する。今夏にも岐阜大の

時に、副作用や拒絶反応の有無

再生と機能の回復をはかると同

傷した直後の患者。神経軸索の

やスポーツ事故などで脊髄を損

臨床研究の対象は、交通事故

ン作成 ②総合的な訓練の企画、

①想定災害時のシミュレーショ

えており、平時の仕事としては

ーターの育成が重要になると考

今後は県レベルのコーディネ

所見を採れたこと、などがある。

送り込むことで、質の高い歯科

経験豊富な歯科医師を集中的に

死体の多かった地域に戦略的に

コントロールできたこと、焼損

られているが、身元が特定され

た犠牲者のうち約 割は歯牙鑑

定が決め手となったとされてい

る。一方、歯牙鑑定を行わず、

身体的特徴や持ち物などから判

断したケースでは、少なくとも

件の取り違いが判明した。

今回の震災で歯科医師会と連

携し、コーディネーターの役割

を務めた岩手医科大学法医学講

座の出羽厚二教授は、図らずも

自然発生的に成立した体制を

対策が策定されていれば、もう

「予め、組織的、計画的な災害

少し違った形になったと思う」

と振り返る。具体的には安置所

あるだろう。

て考え、準備をしていく必要が

想定した歯科の検案活動につい

下型地震や東海、東南海地震を

今震災の反省に立ち、首都直

いきたいものだと思います」

ないこと”に正面から向かって

て欲しくないこと”や“見たく

会的病根に思われる。
“起こっ

想定しない”ことが我が国の社

「
“起こって欲しくないことは

挙げている。

ータ収集と一括管理 ⑨照合を

整⑦派遣計画の策定 ⑧歯科デ

期出動・現場の把握 ⑥連絡調

実施 ③備品の整備 ④連絡網の

2

いまだ行方不明者の捜索が続け

東日本大震災発生から 年。

すの生活を強いられる患者を少

GMPグレード歯髄幹細胞収集開始（2ローカスホモ以上）

などに分化する能力も高いとさ

厚生労働省への届け出と研究内容修正

構築、非常時にあたっては⑤初

CPC定期検査（GMP運用スタート）

しでも減らすことができれば、

岐阜大学倫理委員会に申請書を提出

れる。今回の研究に使われるの

ラット脊髄損傷モデル実験

大きな前進となりそうだ。
■臨床研究開始までのタイムスケジュール
（案）

は拒絶反応の起きにくい特殊な
白血球型を持った人のもの。グ
ループが 〜 年に実施した動

に麻痺していた後肢に体重を掛

週間後に半数のラットが、完全

した部分に移植したところ、７

物実験では、この幹細胞を損傷

12

けて、
歩けるようになるなど、
一

1

レベルでの責任者がいれば、デ

13

13

ンタルチャートのクオリティが

出羽厚二教授

岩手医科大学
法医学講座

臨床研究スタート

H.28（2016）年からのスタートを目指す（10年以内に実用化）

福光秀文 准教授 手塚建一 准教授

H.28
H.27
H.26
H.25
H.24

11

部の運動機能が回復したという。
岐阜薬科大が2011年から12年にかけて実施したラットに
よる動物実験で歯髄幹細胞の治療効果が確認された。

サル脊髄損傷モデル実験
サル免疫拒絶実験

岐阜大学大学院
医学系研究科

岐阜薬科大学
分子生物学研究室

歯の幹細胞で脊髄損傷を回復。
国内初の臨床研究申請へ。

Dentalism
News &
Topics

遺体の「歯」による身元確認活動を強化。
更なる大規模災害を想定した準備を。

歯科用金属を用いない臼歯部1歯欠損の
新たなブリッジ治療が先進医療に導入。
いて、歯科における新しい先進

中央社会保険医療協議会にお

ないため金属アレルギーを有す

としては、貴金属合金を使用し

が１万４千円。同技術の有用性

とや、貴金属相場の変動を受け

医療技術が認められた。
「金属

ず安定供給が可能であることな

る患者への対応が可能であるこ

バー補強高強度コンポジットレ

どが挙げられている。

代替材料としてのグラスファイ

ジンブリッジの治療技術」が先

損に対し両隣在臼歯を支台歯と

適応症は「臼歯部１歯中間欠

れているが、
「将来的に保険収

以上、経験症例数５例以上とさ

以上、当該技術の経験年数１年

医で当該診療科の経験年数５年

九州工業大学

九州工業大学

同成果は医学系雑誌『Clinical Chemistry』に発表された。

分程度で ％以上という高い

手法を用いることによりわずか

てECTA法を発展させた。本

永和宏教授との共同研究におい

ぶ准教授と、九州歯科大学の冨

大学の竹中繁織教授、佐藤しの

TA法）というもの。九州工業

ロ メ ラ ー ゼ ア ッ セ イ 法（EC

を組み合わせた、電気化学的テ

九州歯科大学

進医療会議における検討で妥当

した３ユニットブリッジ」とさ

載を行うことが妥当」との評価

手法の煩雑さ等から実用化には

いるが、酵素の不安定さと検出

ゼと呼ばれる酵素が注目されて

がんに特異性の高いテロメラー

診断技術の開発が進められる中、

課題の一つとなっている。早期

民の健康対策の中で最も重要な

はがんであり、がんの制圧は国

現在日本人の死亡率の第一位

●安価な小型装置で検査可能
●測定が簡便
●30分で判定可能
●廃棄物をほとんど出さない

至っていないのが現状であった。

竹中繁織 教授

佐藤しのぶ 准教授

冨永和宏 教授

実施責任者の要件は補綴専門

れており、保険給付されない費

る可能性は高いと予測
される。歯科の新規技
術の開発や保険導入の
活性化を図るべく、導

Analytical Chemistry, 77, 7304-7309 (2005).,
分析化学, 61, 243-250 (2012).

電気化学
測定結果
1min (検出)

キット試薬を加え、
専用機 (九工大で
開発)で測定.

サンプル採取
スポンジで口腔内
全体を拭うだけ!

ターゲット
口腔がん

と判断されたのである。

用（
「先進医療に係る費用」）

完成

による一般的治療として普及す

を得ており、いずれは保険診療

作業工程の低減

迅速かつ簡便
PCR不要
定量的データによる
評価可能

このたび、九州工業大学と九

に成功。その手法とは、電極上

際に簡便な手法を開発すること

で、テロメラーゼ活性を調べる

がんへと拡張中という。がん制

を口腔がんから前立腺がん、肺

能であることから、ターゲット

発である。

圧に向けた着実な一歩となる開

（竹中繁織教授の開発試薬）と

に 固 定 化 し たDNAとFND

さまざまながん診断へ応用可

ることが明らかとなった。

正診率で口腔がんの診断を行え

80

入の仕組みの研究等に

●金属アレルギーを有する患者に対しても適用可能
●作業工程の低減による来院間隔の短縮により、
治療の期間の短縮が想定
●患者のかみ合わせの状態に応じた迅速な対応が可能
（金属の場合は再製作となることが多い）
●材料が価格の変動がなく、安定した供給が可能
（歯科用貴金属では市場価格による変動あり）

口腔内へ装着

当該治療技術を用いた場合

30 min (伸長反応)

口腔がんを酵素で迅速診断。
一般的ながん診断法として期待。

が３万６千円、保険給付される

コンポジットレジンブリッジの治療技術

TS プライマー固定化電極でECTA法を行う

州歯科大学との歯工学連携研究

30

も注目していきたい。

■同技術の特徴

完成
鋳造
埋没
ワックスによる形態形成

口腔内へ装着

支台歯形成

印象採得

作業模型の製作

従来の治療技術を用いた場合

治療過程

メインフレームの圧
接と重合、形態修正
メインファイバー
フレームの設計

費用（
「保険外併用療養費」）

■金属代替材料としてのグラスファイバー補強高強度

■新規テロメラーゼ活性測定法：ECTA法

テロメラーゼの有無を電流増加で判定
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妊婦の歯周病が胎児の成長に影響。
新生児の体重が軽くなる傾向に。
る。一方、その関連を否定する

児出産との関連が指摘されてい

までの平均週はいずれも ・

れていた。一方、妊娠から出産

改善群の子どもは成長が若干遅

非改善群は ・ ㎜となり、非

研究もある。近年のシステマテ
週であった。

妊婦の歯周病と早産・低体重

ィックレビューでは、歯周治療

予防することはできないと報告

によって早産や低体重児出産を

整した多変量解析の結果におい

胎児の成長に関係する指標で調

期間、および胎盤の重量など、

さらに、母親のBMI、妊娠

はBOP部位数の割合と有意な

している。一定の結論が得られ

負の相関が認められ、妊婦の歯

ない理由としては、歯周病の評

今回の岡山大大学院医歯薬学

周病の状態と胎児の成長との間

て、胎児の大腿骨の長さは平均

総合研究科の森田学教授と竹内

価方法や対象集団の多様性など

倫子助教らの研究では、妊娠中

に何らかの関連のあることが示

ポケット深さと、新生児の身長

に歯周病の治療を受け、その後
唆された。

が指摘されている。

出産した女性203人（平均年

従来の研究では、歯周病が胎
児の発育に関与するメカニズム

齢 ・ 歳）を対象とした。歯
周病治療でプロービング時の出

その解明に取り組む必要がある。

4.1 3.5

全国保険医団体連合会が発表

した「会費の実態・意識基礎調

査」によると、この 年間の外

来患者数の変化については、医

科･歯科とも「減った」が最も

多く、特に歯科では患者数が減

＜

ったとの回答が 割に迫ってい

る。患者数が増えない中、診療

≧

所数が増えていることがうかが

える結果が出た。

また、経営に関する歯科独自

調査で、過去 年間で自費割合

の増減については、前回調査と

比較すると「減った」が ・

ポ イ ン ト 増 加、
「 増えた 」は

・ ポイント減っており、歯

科の医業収入に占める自費の割

無回答

その他

3.7 3.5

5.4 5.9

32.7

結果となった。

ことをふまえ、注視したい調査

革」が進められようとしている

る。社会保障全体にわたる「改

が消費税による負担を感じてい

抜きん出ており、多くの開業医

ていない」が、医科･歯科とも

かの問いに対し、
「補てんされ

報酬で補てんされていると思う

税についても聞いており、診療

さらに、医療にかかわる消費

れている。

患者のおかれる厳しい状況が現

転しない経済と雇用状況など、

ぎる医療費自己負担の影響、好

すすめる」は減少傾向に。高す

険でやる」が最多で、
「自費を

経営については、
「なるべく保

10

無回答

合は減少している。今後の医業

47.2

6

が不明な点も多いため、今後は

%）

%）と

45.6

68

血（BOP）が減少した群（改
善群183人、BOP

と、
改善の見られなかった群
（非
改善群 名、BOP

の間で、胎児および新生児の発
育に関する指標を比較した。そ
の結果、新生児の平均体重では、
改善群が2997・3gであっ
たのに対し、治療効果が薄かっ
た非改善群は2776・5gで
あった。妊娠から 週目に行っ
た超音波検査から推定された胎
児の大腿骨の長さの平均につい
てみると、改善群が ・ ㎜で、

20

わからない

自費診療を
すすめる

なるべく保険
でやる

0

18.4

20.0

23.5

30

■ 08年
■ 12年

39.8

40

 〔 歯科・自費を含めた今後の医業経営 〕

50

分からない

ほぼ変わらない

8

1.6 1.9
10

無回答

※08年以前は「不明」

減った

※08年以前は「増えていない」

■ 08年
■ 12年
40.6
36.2
40

33.9
36.0
40

4.0

18

※調査対象は、医科・歯科開業医会員
（病院・勤務医会員除く）
の各10分の1とし、各保険医協会・医会ごとの無作為抽出方式とした。
対象者 ／医科 5,043 名 歯科 3,543 名 合計 8,586 名

15

2

増えた

0

7.3

10.6

10

21.3

20

〔 歯科独自項目・過去２年間の自費の割合の変化 〕

50

44.3

ほぼ変わらない
減った
増えた

0

14.8
18.1
20

26.8

30

5

30

歯科 半数近くが外来患者「減った」。
医業収入に占める自費の割合も減少。

■ 医科調査
■ 歯科調査
49.4
50

4
森田 学 教授
竹内 倫子 助教

2

8

20

〔 この２年間の外来患者数の変化 〕
60

39

岡山大大学院
医歯薬学総合研究科

岡山大大学院
医歯薬学総合研究科

20

20

7

7

38

69

10

31

裏地桂子 の

歯談・食談
『小熊飯店』という店名の由来は、梅本恒久シェフがどこ
となくテディベアを彷彿とさせるからなのだとか。

べてを自分で行いたくて。規模も

シャオションハンテン

小熊飯店
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-14-10 Chez Castor B1F
☎03-6434-0364
営／18:00～最終入店22:00
前
 日までに要予約、ただし２カ月先まで
（初めての場合は１カ月先まで）
料金／コース25,000円、29,500円
（上海蟹のシーズンは45,000円コースも有）

飲み放題プラン4725円
瓶
 出し紹興酒（20年）
、ビールほか。
瓶出し紹興酒（25年）の場合は6300円（税込）
休／日曜・祝日
席数／カウンター４席、テーブル４席（貸切６名まで）

撮影／中島繁樹

かつて、西麻布で評判を呼んだ

人数によって２～３種を食べ比

小さくして、こういうスタイルに

中国料理店『小熊飯店』は、完全

べることができる見事なフカヒレ

『メゾン・ド・ウメモト上海』の

予約制の高級店である。８席のう

を筆頭に、初夏には唐津の黒鮑、

しました」と梅本シェフ。

ち６席までしか使わないこともあ

秋冬は上海蟹など、彼ならではの

梅本恒久シェフが再び腕を振るう

り、２０１１年に開店した後も、

理を知る裏地さんは、

料理を目当てに訪れる客も多い。

「値段だけ見ると決して安くは

「極上素材はもちろんですが、

しばらくは知る人ぞ知る店として、

ないのですが、自信を持って提供

例えば獅子頭
（シーズトゥ）
のよう

西麻布時代から梅本シェフの料

できる最高のものを揃えたかった

な、いわば肉団子として馴染みの

人伝にしか情報は広がらなかった。

のと、仕込からサービスまでのす

高級食材を惜しみなく使う
洗練の東京中華を隠れ家で。

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とっておきの店。
今回は、千駄ヶ谷のビルの地階で看板も上げずに静かに営む、話題の中国料理店をご紹介。

道明の帯締めにあわせて染め出した上代御召に、七宝葵
花束の名古屋帯を締めて春らしい装いの裏地桂子さん。

裏地桂子

バカラの箸置きに、クリストフルの箸、レンゲが添え
られていなければ、およそ中国料理とは思えないお
洒落なテーブルセッティング。

（うらじ・けいこ）
ギフトコンシュルジュ。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。京町家・
寿庵にて個別指導の「いけ花
教室」主宰。
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裏地桂子さん大絶賛の獅子頭（シーズトゥ）に使用されているのは、東
京エックスポーク。白菜の煮込みを添えて。
（a）

「梅本さんのお料理はキレイな

いうのが梅本流だ。

に、持ち味を最大限に引き出すと

手間はかけても仕上げはシンプル

上海料理がベースだが、素材に

せるというのが凄い」と感心する。

ある料理を劇的に美味しく食べさ

やっぱり中国料理には紹興酒！」

シャンパンやワインもありますが、

も、ここの瓶出しは美味しくて…。

「ちょっぴり苦手だった紹興酒

様々なことを気づかせてくれる。

さ せ る 潔 い 料 理 は、 食 べ る 者 に

を活かすということの違いを感じ

素材に頼るということと、素材

梅本恒久

のにチマチマしていない。一品一

30

カ国を巡り、再び厨房に戻っ

てきた梅本シェフの料理が、さら

品がしっかりしていて印象に残る。

美味しいって〈美しい味〉って書

に奥行きを増し、幅を広げていく

紹興酒は火入れをしていない生紹興酒
（瓶出し20年、25年）を基本に、
「古
越龍山」25年、50年物などもラインナ
ップ。シャンパンやワインも揃えている。

くけれど、結局、美味しいものっ

（a）レイノーの美しい皿の上で輝く青鮫（奥）と
吉切鮫（手前）
。食べ比べてみて初めてその食感
や味わいの大きな違いを実感する。
（b）大根のピ
クルスと十六穀米、卵白の炒飯。味わいはもちろん、
食感も彩りも絶妙。
（c）そら豆の炒め物は色合い
も美しく。
（d）ゆりの木の蜂蜜（藤原養蜂場の厳
（d）
選一番蜜）を使ったアイスクリーム

のが楽しみである。

（b）

て、キレイですね」と裏地さん。

（c）

（うめもと・のぶひさ）
1980年和歌山県出身。1
998年和食の世界に入る
も、食べ歩きの末に中国料
理に感 銘を受け転身。20
05年『メゾン・
ド・ウメモト』を
開業。4年余りの営業の後、
閉店し2年間30カ国を旅す
る。2011年9月に『小熊飯
店』
を開店。
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これからの季節、昼夜を問わず賑わいを見せるテラス席。豊かな水と緑こそが
ジャパニーズ・リゾートに欠かせない大きな価値なのだと気づかせてくれる。

いつか訪れたい場所

パレスホテル東京

PALACE HOTEL TOKYO

「最上質の日本」を追求した先にあるのは
日本人が世界に誇る細心の「もてなし」。

１９６１年開業。半世紀余りの

歴史を重ねてきたパレスホテルが、

３年間の休館を経て『パレスホテ

ル東京』として新しく生まれ変わ

ったのは、昨年５月 日のこと。

丸の内１ １ １。

初めての季節を迎えている。

そしてこの春、最も気持ちのよい

17

味わえる空間に仕上がっている。

っては、いい意味で日本らしさが

なじみが良く、外国人ゲストにと

室は、日本人ゲストにとっては肌

れた、品格ある建築デザインや客

日本的なモチーフや配色が施さ

ことを実感させてくれる。

京リゾートの新しいカタチである

く美しい佇まいは、これこそが東

ており、水と緑に溢れた五感に響

倉濠に面してテラス席が設けられ

やオールデイダイニングは、和田

天井高が６ｍのロビーラウンジ

めく夜景を望むことができる。

園側の客室からは、美しい緑や煌

て活かされており、和田倉噴水公

テルにおいて、さらなる強みとし

する得がたい立地は新生パレスホ

和田倉噴水公園と内堀通りに面

と地下鉄大手町駅が直結。

なく、昨年末にはホテルの地下街

ネスや観光の拠点としても申し分

東京駅からは徒歩圏内で、ビジ

-

20

H.

東京都千代田区丸の内1-1-1
03-3211-5211
http://www.palacehoteltokyo.com/

２９０室あるすべての客室が ㎡

ブラッシュアップされ、 軒ある

しても親しまれたレストラン群も

また、かつて「食のパレス」と

用されている。

アメニティ類にも最上のものが採

以上で、ベッドやリネン、タオル、

45

が忘れかけている美しい日本の姿

『パレスホテル東京』
には、我々

る滞在は何ものにも変え難い。

そ豊かなひとときを提供してくれ

しさがつきものである。だからこ

東京ステイには、とかく慌ただ

せられる。

てなしの心意気には、深く感動さ

を求める教育、それら日本的なも

行う心配りと、常に向上すること

この当たり前のことを当たり前に

美しい日本語の敬語で応対する。

るのではなく、日本人ゲストには

トのためだけにサービスを提供す

外国人スタッフは、外国人ゲス

ている。

ピタリティが細部にまで行き届い

営で運営されており、極上のホス

レストラン＆バーのうち８軒が直

10

が凝縮されていると言えよう。

21

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

A.19階のクラブラウンジのテラスは、丸の内のビル群
から東京タワーまでを見通せる抜群の眺望を誇る。B.ク
ラブラウンジからの眺望も抜群。C.6階にあるラウンジ
バー
「プリヴェ」は昼夜を通して雰囲気がガラリと変わる。
D.人の気配や温もりが感じられるメインロビー。E.滞在
中、一度は「グランド キッチン」で朝食を。F.バスルー
ムのアメニティはアンヌセモナン。使用されている今治
タオルは風合いを重視しホテルロゴを入れない潔さ。
G.スパは、フランス・レマン湖ほとりの「エビアン スパ」
が日本初上陸。H.客室はすべてゆとりの45㎡以上。

パレスホテル東京

しました。大学講師の職を退き、家族

菊池恩恵

宮城県石巻市雄勝町。東日本大震災
とともに宮城に移住したのです。決断

被災地に希望の歯科医療を
で ｍの大津波に襲われた町は家屋の
に及ぶ甚大な被害を被りました。被災

９割が被災し、死者・不明者250人
ら
「弱い人、困っている人を助けたい」

代の阪神大震災ボランティアの体験か

の背景には専門の障害者歯科や高校時

瓦礫は撤去されたものの、雑草の更地

4

をめざす河瀬さんの診療は被災地や高

お年寄や障害者にも行き届いた診療

残したまま点在しています。
齢化の進む雄勝で大きな力を発揮して

の中に、昨年６月に開設された仮設の

院のお別れ会が開かれました。参列者

師や看護士が犠牲になった市立雄勝病

を超えた津波で全入院患者と多くの医

下障害には内視鏡で症状を見極めて指

患者さんへの対応も万全です。
節食・嚥

手のもので水平のチェアで寝たきりの

います。麻酔や全身管理下の診療はお

河瀬さんは、講師の職にあった松本

雄勝の復興再生、よりよい町作りをめ

診療所の医師や地域の人々とともに、

河瀬さんはスタッフや隣接する医科

歯科大学の歯科支援チームの隊長を務

個所の避難所を回って治療と口腔ケア

す」
。自然体で笑顔がやさしい熱血漢

笑顔が広がる元気な雄勝をめざしま

希
｢ 望を育む歯科医療 ｣を実
践しています。「復興はまずは健康から。
ざして

りました。 次にわたる医療支援で
に尽力し、その後も毎月現地を訪れま
て地域医療が壊滅した雄勝町では多く
の住民が虫歯や重度の歯周病、口内潰
「
『千年に一度』の大災害に歯科医師

瘍で苦しんでいたのです。
として関わりを持ちました。震災で打
ちのめされ口腔の悩みで困っている人
を見過ごすことはできないと思いまし
た」
。河瀬さんは、市が公募していた
仮設歯科診療所に赴任することを決意

右が河瀬さん。筆者は４月末に仲間たちと
一緒に南三陸・雄勝を訪問する予定です。

です。

5

した。歯科もあった市立病院が被災し

73

め、震災後直ちに南三陸の被災地に入

（ ）の姿がありました。

導します。

26

雄勝歯科診療所所長の河瀬聡一朗さん

２月 日そのひとつ、 階建の屋上
3

には廃墟となった建物が津波の爪痕を

という熱い思いがありました。

前４千３百人の人口が 分の１に激減、

18

35

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/
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ビジネスモデル特許申請中

金 属リサイクル キャンペーン

円安による金属高騰の今こそチャンス！
【キャンペーン期間】2013年 4月1日
（月）〜5月31日（金）

ＱUOカード 最大 5,000 円分 プレゼント
※今回お申し込みをされ、1 ヶ月以内に回収ボトルをお送りいただいた方が対象となります。
現金買取の場合で

3,000円分

金地金返却も申し込むと、
さらに

2,000円分をプレゼント !!

現金買取に加えて、
ゴールドバー（金地金）での返却も始めました。
この紙面に書かれている金額以外に、知らない間に引かれているということはありません。
● 分析は横浜金属株式会社（日本金地金流通協会正会員）が行います。
● 買取価格：分析結果日の田中貴金属工業（株）
の相場より
1gあたりAu…50円引き、Pt、Pd…100円引き、Ag…3円引きとなります。

※リサイクル依頼は
総重量200ｇ以上で
お願いします。

（分析手数料は買取価格の8.8％、金地金加工の場合さらに加工料2,100円/枚を算出します）

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
で他社に出している先生に
もっと知らせるべきだ！

【ご利用の手順】

1

お客様より貴金属リサイクルの回収精製依頼書をCiへ送付してください。
Ciより回収キットをお送りします。依頼書をお持ちでない場合はお申し出ください。

2

お客様は貴金属リサイクル物を回収ボトルに入れた後、テープでしっかりとめて同封の着払い伝票
（当社で記入済、未記入の伝票も同封してあります）で依頼書の控えを同梱のうえ、当社指定工場
（横浜金属）へお送りください。※回収ボトルの点線部分（半分以上）を目安にお願いします。

3

到着後速やかに検品、検量して、ご希望の連絡方法で確認の報告をします。

4

確認終了後、10営業日後（土日祝除く）に精錬処理（Au、Pt、Pd、Ag元素回収）、12営業日後に
銀行振込します。現金書留の希望にも対応します。最終的には回収精製報告書も発送します。

ご利用の
先生のコメント

回収ボトル

※利用重量・時期により
買取金額は異なります

依頼書 控

着払い伝票2枚

金・プラチナ買取「お客様還元フェア」

業界最高水準・90％以上の買取率を実現しました。

？
か

金やプラチナの換金をお考えの方にグッドなお知らせ。
多くの業者が買取率50〜80％台で買い取る中、横浜金属株式会社がCiと協議を行い、
業界ではトップクラスとなる、90％以上での高価買取を展開します。

サリーはあ
アクセ
りま
った
せ
な
に
ん
要
不

【買取方法】以下の2つの方法からいずれかをお選びください。
古物営業法により、身元の確認（免許証などの提示）が求められています。
※高価買取を実現するため、2社で協議して古物買取時のみ送料はお客様負担となりました。ご了承ください。

1

引き取りを横浜金属より依頼する方式

2

お客様からお送りいただき
本人限定現金書留を利用する方式

横浜金属から宅配便業者へお客様からの引き取りを依頼

お客様から横浜金属へ発送

→本人名義の口座に振込にて支払い

※お受取の際に公的証明書の提示が必要です。

→お客様宅（公的証明書に記載の住所）で集荷

→横浜金属から本人限定現金書留にて支払い

古物商許可証番号：神奈川県公安委員会 第452765900061号（横浜金属）、石川県公安委員会 松第11012号（歯愛メディカル）

お問い合わせはCiメディカル 貴金属リサイクル担当まで

TEL.076 -278 - 8800

