今から 年前、赤ちゃんの寝か
しつけに効果的なベッドをつくれ
ないかという思いから開発がスタ
ート。九州大学大学院芸術工学研
ふじともあき

究院の藤智亮助教が、自身の育児
体験をもとに分析実験に取り掛か
った。試作機でのヒアリングやモ
ニター試験を何度も重ねた結果、
ついに誕生したのが近年多くのメ
ディアでも注目を集めているベビ
」である。
ーベッド「 suima
大きな特徴は、赤ちゃんが泣き
始めるとセンサーで感知し、自動
で揺れてあやしてくれる「泣き声
キャッチモード」機能。赤ちゃん
が泣いている時は速く、落ち着く
とゆっくりとした揺れに変わる。

・ 秒。図らずもお母さんの心
67 8

躍するもの。育児の負担が減って

揺らせば赤ちゃんがいつでもすぐ

的なベッドであるが、もちろん、

育児環境を改善してくれる画期

放心状態でしたね」と振り返る。

た瞬間を藤助教は「しばらくの間、

した。科学が生命の神秘を裏づけ

んだけでなく、周りの家族も積極

児支援は赤ちゃんを産んだお母さ

」
は
面をカバーしてくれる
「
suima
大きな助けになるはずだ。
また、
育

おいても、子育て時期の体力的な

多忙を極める歯科医師の家庭に

りと赤ちゃんに与えてあげたい。

余裕ができた分の愛情は、たっぷ

に 泣 き 止 む と い う 訳 で は な い。

い親子関係を築く一つのツールと

的に考えてあげることが大切。い

」 は あ く ま で も、 赤 ち ゃ
「 suima
んが眠いときにスムーズに寝かし

しても、選択肢に入れておきたい。

拍数 のリズムとぴったりと合致

1

つけてくれるサポート役として活

0120・930・276

そして、この赤ちゃんを心地よい

1

赤ちゃんが
ぶつかっても
安全な柔らかな
ネット素材

泣き声キャッチ
センサーで自動運転

眠りへと誘う揺れのリズムこそ、

話題です

リモコン操作で、
ベッドの揺れを
カスタマイズ

ベッドは左右
10㎝にスウィング

長年の実験を経てたどり着いた

巷で

ベッド部分は
分解が可能

問い合わせ／アイクォーク株式会社

「魔法の揺れ」なのだ。実験によっ

1.8

スイマ スマート suima smart
高840×幅940×奥行660（㎜）198,000円

周期 秒の
「魔法の揺れ」を叶えた 、
」
。
未来型ベビーベッド「 suima

赤ちゃんにとっての「心地よい
揺れ」を実験によって明らかに
した育児支援のためのベビーベ
ッド「suima」は、もともと九州
大学大学院芸術工学研究院の藤
智亮助教と長崎県のハウスメー
カーのアイデアによって生まれ
た企画。日本の住環境に合わせ
てコンパクトに設計されており、
方向自在のキャスターで部屋間
の移動も楽にできる。

9

ただいま

て導き出された揺れの速度は往復

Dentalism Catch Up

Kaoru Ohmori

たということもあり、研究の分野

鶴見大学は前身が女子大学だっ

Ａが活性化しても不思議はない。

となれば、歯科医師としてのＤＮ

や基礎体系を築いた大森郁朗先生

研究と、臨床と、教育と、啓蒙。
地道な活動で活躍の場を拡大。

でも多くの女性が活躍している。

「ホワイトニングは、近藤隆一

だが、本人に気負いなどはまっ

現在は、大学で助教として研究

先生や永井茂之先生のセミナーに

そんな中、しなやかに、そして控

に携わる傍ら、歯学部附属病院の

参加して興味を持ち、同じ頃、歯

たく無く、過去の経歴についても

「保存科」と「白くて美しい歯の

のマニキュアの開発に係ったこと

えめに、頭角を現し始めているの

外来」で歯科医師として臨床に臨

も、審美歯科が私のメインテーマ

にこにこと優しく語ってくれる。

み、歯科医師を目指す学生の指導

になったきっかけでしょうか」

が大森かをる先生である。

にも携わっている。また、近年は

一つずつ丁寧に成果を積み重ねて

目の前の課題に黙々と取り組み、

ニングに関する講演にも引っ張り

きた姿が手に取るようにわかる。

研修会やセミナーなどでホワイト

だこといった活躍ぶりだ。

今後も静かに活躍のフィールドを

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

3

祖父の代から都内で歯科医院を

横浜市鶴見区鶴見2-1-3
☎045-581-10001（代表）

広げ、歯科医療の後方支援を続け

Profile おおもり・かをる／1962年東京都出身。19
88年鶴見大学歯学部卒業。第一歯科保存学教室（現・
保存修復学講座）に入局。1998年に博士（歯学）を取得。
同年4月より1年間、英国ニューカッスル大学歯学部口
腔細菌学講座に客員研究員として留学。現在は、鶴見
大学歯学部保存修復学講座助教と、同歯学部附属病院
「白くて美しい歯の外来」主任を兼務。

営む家に生まれ育ち、父親は同大

読書とJ-POPグループ、好きなものに没頭す
る時間がパワーの源。大学への通勤電車の中で
楽しむ読書と、診療や研究、勉強会や講演など、
忙しい合間をぬって出掛けるJ-POPグループ
のコンサートで気持ちをリフレッシュしている。

ていって欲しい。

輝 きの 秘 訣

学教授として小児歯科の診療形態

鶴見大学歯学部

鶴見大学歯学部 保存修復学講座 助教
鶴見大学歯学部附属病院 「白くて美しい歯の外来」 主任

大森かをる

輝く女 性 に
逢 い に 行く

歯科医は
映画がお好き？
＝桂木良子
文／

愛のディカプリオ

イラスト＝サダ

込んだ場所に隠すと忘れそうだし、

えた。私ならどこに隠す？ 手の

つけた」とほくそ笑んで、ふと考

ダンナのへそくりを発見。
「 み～

ベッドシーツを取り替えていて

ー』の彼も実に魅力的だ。

ない。最新作『華麗なるギャツビ

甘くせつなく演じられる俳優はい

に手の届かぬ悲運の男を、彼ほど

期に涙を誘われた。渇望するもの

みてゆく赤い大地に手を伸ばす最

ャツビーの姿は哀しい。

敷に燈る緑の灯りに手を伸ばすギ

頃、河の対岸に建つデイジーの屋

わり、邸宅が静かな闇に包まれる

取り戻すこと。馬鹿騒ぎの宴が終

は関係ないか……なんて妄想して

ギャツビー。彼はどこから来て、

大なパーティーを開く若き大富豪

な大邸宅に住み、毎晩のように盛

美しい容姿を持ち、宮殿のよう

ツビーの人生。彼が求めたものは、

突然、悲劇的に幕を閉じるギャ

普通の女なのに……

の良い方を選んだ、可愛くて狡い、

人の男を天秤にかけて、より条件

同性からみれば、デイジーは二

身につけているのが一番かも。で

いたら、2007年公開の『ブラ

何のためにパーティーを開き続け

も大金だと嵩張りそう。まぁ私に

内戦の続くシエラレオネを舞台

はたして本当にデイジーの愛だっ

ッド・ダイヤモンド』を思い出した。

るのか。莫大な財産はどうやって

嘘を語っても、貧農の息子という

に、不法取引されるダイヤモンド

素性が消せるわけではない。巨万

たのだろうか。高級スーツに身を

フィッツジェラルド原作の同名

の財を築いても手に入らぬ上流階

作られたのか…… 物語は、ギャ

映画は1974年のロバート・レ

級という出自。良家の子女である

を巡るサスペンス映画で、ゲリラ

くりを隠し持っていた。取引の失

ッドフォード版が有名だが、比較

デイジーは彼の「憧れ」であり、夜

包み、
「 英国の名門で、オックス

敗で追われる身となったアーチャ

されることを恐れずにギャツビー

毎に見つめる緑の灯は、望んでも

フォード大学卒……」と、悲しい

ーが、強い酒を一口含んでナイフ

を演じたレオナルド・ディカプリオ。

叶わぬ夢の象徴だったに違いない。

ツビーのただ一人の友となるニッ

で自らの差し歯を外すと、白い歯

『タイタニック』の美少年も今

クの回想形式で綴られる。

の空洞から上質のダイヤモンドが

や 歳。すっかり大人の貫禄を身

に武器を売る組織の手先であるア

ぽろり。悲しい生い立ちを抱えて

ーチャーは、自らの口の中にへそ

闇社会で生き抜いてきた彼は、い
ざという時の逃走資金を、小さく

て一人の女性を一途に求める純情

の顔と、黒い稼業の裏の顔、そし

につけて、美しい大富豪という表

トされながら、未だ与えられない

抜群の演技力で何度もノミネー

そして私は、俳優ディカプリオ
て高価なダイヤに変えて、しっか

を併せ持つ男を見事に演じきった。
アフリカを描いたこの映画でも、

唸ったものだが、あまりに悲惨な

う～ん、その手があったか！と

さを感じるほどの贅をふりまく、

吹雪と打ち上げ花火。少々品の悪

な衣装とシャンパン、舞い散る紙

煌びやかな明かりと音楽、豪華

どうかオスカーを！と。

プリオが渇望して伸ばすその手に、

アカデミー賞主演男優賞。ディカ

が焦がれてやまぬものを思う。
りと身につけていたわけだ。

アーチャー役のレオナルド・ディ

ギャツビーの目的はただひとつ。

っと元に戻しておきました。我な

どうしたかって？ もちろん、そ

ところで、ダンナのへそくりは
カプリオは素晴らしかった。

かつて貧乏な自分を捨て、名門

アフリカを去る日を夢見ながら、
ゲリラに誘拐された少年とその父

の富豪と結婚した恋人デイジーを

がら、良い奥さんでしょう？
親をかばって撃たれ、滴る血が染

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。趣味は旅行とスペイン語。
コーヒーと犬が好き。

5

38

寺西歯科医院 院長
スタディーグループ赤坂会 顧問

寺西 邦彦

霞が関にも近い都心の一等地。

赤坂ツインタワーの竣工と同時に

同ビルに開業した『寺西歯科医院』

は、今年開業 周年を迎え、寺西

邦彦先生に教えを乞う歯科医師た

ちによって発足されたスタディー

グループ
「赤坂会」
は昨年 周年の

―― 年前とはいえ、 代でこの

の課題や展望について話を伺った。

始めた寺西邦彦先生に、
歯 科 業界

伴い、
新たな一歩を踏み出す準備を

節目を迎えた。ビルの建て替えに

20

ので、年末までには退去して向か

ここも来春には取り壊しとなる

よかったかな（笑）

となら最初からビル買っておけば

円は払っているけれど、こんなこ

これまで家賃管理費だけでも４億

マネージメントが下手なんですよ。

かなかその通りにはいかなかった。

いこうと思っていたのですが、な

スを構えてダウンサイジングして

齢を重ねたら郊外に小さなオフィ

気なうちにいろいろ挑戦して、年

寺西 間口を大きくして若くて元

いる決断だったのでは？

場所に開業するというのは勇気の

20

い側の新館に引っ越す予定です。

58

Star Dentist Interview

取材・文／丹羽麻理 撮影／中島繁樹

30

チェアは１台しか増やしませんが、

7

30

坪から 坪になるのでスペース

31

ベストプランしか考えないのは研究の分野。
臨床の現場では、患者が主役であるべき。

Kunihiko
Teranishi

て下さっていた、ということです

技術をしっかりと日本に取り入れ

たケースセミナーを開いていたん

毎週、院内でスタッフ全員を集め

――寺西先生ご自身が課題とされ

ればいけないということです。

着け臨床の中で継続していかなけ

ろ仕事しなさいよ、と（笑）
でも当時は、日本の歯科も過渡

です。それが評判を呼んで、後輩

プラントに関するトラブルの報告

よ。ですから悩んだ時期もありま

だん人数も増えていき、一旦、外

が多くなってきていることを見る

期でした。海外には情報がいっぱ

副学部長だったランデスマン先

部の人はお断りするようにしたと

と、それをどういうふうに真っ当

ていることはありますか？

生からは、９月からアメリカの補

ころ、じゃあ自分たちのケースを

な方向に導いていくことが我々に

や周りの先生方が見学させて欲し

学ぼうとすれば海外へ行くしかな

綴医のボード（専門医）コース２

持っていくので時間を作ってくれ

できるのか、と考えてしまいます。

したね。妊婦だった妻を東京に残

いのか、と感じ始めていましたね。

名の枠のひとつを空けてあげるか

ないか、という要望が出てスター

インプラントは決して悪いもので

いあるんだけれど、今と違ってな

――今と違って、海外留学もなか

ら、また戻って来たらどうだとお

トしたのがスタディーグループ

寺西 今、これだけ世の中でイン

なか大変な時代だったのでは。

誘いを受けました。大変名誉な話

た教育を確立することが一つの課

いと来院されるようになり、だん

寺西 １ドル３６０円という固定

でしたし２年頑張ればアメリカの

――寺西先生といえば「歯科五段

して大金使って…と。

相場が終わり、１ドル２８０円ほ

補綴の専門医になるわけで、向こ

活用」が有名ですね。

かなか入ってこない。より多くを

どの時代です。どうしたらいいか

うでオフィスを構えることもでき

よく勉強しましたね。成績も良か

専門課程に入ってからは、さらに

でも勉強してみると意外と奥深

よ。ですからよく勉強しましたよ。

けですから、そりゃあ大変でした

された経験ぐらいしかなかったわ

でしたから、歯科といっても治療

寺西 私はサラリーマンのせがれ

ですが、ご苦労されたのでは？

大学へ入学されてからということ

――歯科医師を目指されたのは、

的には随分広くなります。

のも多かった。ところが、行って

んでしたが、技術は見てわかるも

語学は決して完璧ではありませ

じです（笑）

資金が尽きて帰ってきたという感

ど行けたのが１９８２年のこと。

カリフォルニア大学）に６カ月ほ

ました。お金を貯めてＵＳＣ（南

ーストで研修を受けるようになり

から年に１～２週間はウエストコ

ゃないか？」と後押しされ、それ

いろいろ垣間見てきたらいいんじ

ところ「短期間でも行ってみて、

先生といった方々に相談していた

ていくカンファレンスがありまし

状を共有して治療スタイルを練っ

専門家たちが集まり患者さんの現

寺西 当時、アメリカの大学では、

誕生の軌跡について教えて下さい。

――スタディーグループ
「赤坂会」

と意欲が湧いていました。

いくかということについても沸々

歯科医師としてどのようにやって

りましたし自信もついた。自分が

いろいろとすっきりした部分もあ

実際に渡米し経験を積んだことで、

像することもありますが、当時は

頃どうなっていただろうか、と想

る。そういう選択をしていたら今

そのままコピーし受け売りを続け

輩たちから教えてもらうことを、

研修会やセミナーで、師匠や先

できたとできているは大違い

できるとできたは大違い

やるとできるは大違い

見るとやるとは大違い

聞くと見るとは大違い

とを言葉にまとめたものです。

振り返っていく中で、実感したこ

なりに咀嚼し、実際に臨床経験を

先生方から教わったことを、自分

野常司先生といった、メンターの

寺西 あれは、阿部晴彦先生や舘

病んでいる患者さんを幸せにする

ですよね。本来は、歯科も医科も、

に臨床をやっているわけではない

寺西 歯科医師は、歯科学のため

かという選択に、先生は患者本位

――「インプラント」か「入れ歯」

ことも課題にはしています。

いのか、そのあたりを教えていく

のか、予防するにはどうしたらい

くからやっている人間にしかわか

ケースとして経験しているのは古

実的にあるわけで、それを自分の

例におけるトラブルというのは現

炎に代表されるような、長期経過

を貫かれると評判ですが。

らないこと。どういう傾向がある

もう一つは、インプラント周囲

ったので、大学側も大学院へ残る

みて新しい発見があったかという

た。僕も、そういうディスカッシ

るのではなく、実体験として身に

はない。だからこそ、きちんとし

悩み、そういう道を開拓してこら

題だと言えるでしょうね。

道を用意してくれたのですが、サ

と、実は意外にもそうでもなかっ

ョンは大事だと思っていたので、

「赤坂会」の始まりです。

れた保母須弥也先生や、阿部晴彦

ラリーマンの父親にしてみれば、

た。先輩方が本当に新しい知識や

い世界だと興味を持ちましてね。

６年間も行ったんだから、そろそ

8

まれたはず。

バックアップするために科学が生

ために始まった医術です。それを
れていると感じました。

ていた。やっぱり進んでいるし優

に患者さんのポーセレンまでやっ

ただ 年も経てば、いつか日本

確かに研究は必要ですが、原点

少々危惧することはありますね。

りきな方向に進んではいないかと

ビデンス、エビデンス」と研究あ

ることなのに、いつの間にか「エ

の目的は患者さんの問題を解決す

思った通りには機能していないで

床研修医制度が出来たわけですが、

やらせない。それを補うために臨

すが、逆に今は学生に臨床実習も

ってきて今までやってきたわけで

ムも良くなるだろうと期待して帰

も追いつけ追い越せで教育システ

臨床の場も、研究の場も、双方

は患者さんの幸せ。ベストプラン
すよね。

イルの医療があっていい。それを

「これしかいけない」
と決めつけて、

歯科医師が多いと嘆くのは何だか

変じゃないですかね。北米やヨー

ロッパなどの諸外国と比べて日本

はまだ少ない方。

歯科はまだ未解明な分野もたく

さんあります。今後は臨床サイド

からも発信し、研究者たちと一緒

に研究していくという体制をとっ

ていくことで、さらに確立した分

野になると思います。できること

はいっぱいありますよ。

といけない、と私は思っています。

ブルに対応できるようにならない

りだと思う。様々な要望にフレキシ

リオで進めるというケースも当然あ

臨床では患者さんが求めるシナ

師をいっぱい出してもしょうがな

えて言いますが、できない歯科医

歯科医師が過剰だと、皆口を揃

方法はいろいろあると思いますよ。

さんの一部負担を低くするとか、

の保険点数を低くするとか、患者

者さんの名前がスッとでないこと

僕もこの年になると、過去の患

れば、彼らはいったい何なのか。

去られている患者さんがいるとす

ど解説できるだろうか。もし忘れ

の名前と口腔内の状況を、何人ほ

寺西 今、治療している患者さん

全部やらなくても、いろんなスタ

全員右へ倣えでこの保険の中で

いうことではないでしょうか。

患者さんしか真剣には診れないと

本当は、それができるぐらいの

ら、それを下支えする意識や姿勢

場では技術や経験もさることなが

露するステージではない。医療現

だからもう一度、大学で臨床実

――教育システムも再構築する必

いじゃないですか。決して、でき

があるけれど、口腔内の映像は覚

野ですよ。人はジェネレーション

要があるとお考えですか？

る歯科医師が増えているわけでは

えているものですよ。だから一目

習をすべきだと思います。アメリ

寺西 もう一度、リスタート、リ

ない。できない歯科医ばかりが増

見ればカルテを見なくても、どこ

によって考え方や感じ方も変わっ

歯科医療は患者のためのもので

セットすることも必要でしょうね。

えるのは患者さんにとっても不幸

がどうなっているかがすぐに思い

カの大学と同じようにインストラ

もう ～ 年前のことになります

なこと。患者さんとともに、声を

出せる。それは記憶力がいいわけ

てくるものだし、当然、患者さん

が、留学していたときに愕然とし

押し上げて行くことも大事ではな

ではなく、それだけ時間を費やし

あり、臨床家のベストプランを披

たのは大学の臨床実習の在り方で

いでしょうかね。

てその患者さんのことを考えたと

クターの元で行う学生による治療

した。当時は日本の大学でも臨床

――若い歯科医師たちにメッセー
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寺西邦彦（てらにし・
くにひこ）
1954年東京都出身。1973年私立武蔵
高校卒業。1979年日本大学歯学部卒業。
1980年より阿部晴彦先生に師事、19
82年南カリフォルニア大学歯学部に留
学。1983年港区赤坂に『寺西歯科医院』
開院。スタディーグループ赤坂会顧問。
SJCDインターナショナル常任理事。
■寺西歯科医院
東京都港区赤坂2-17-22
赤坂ツインタワー1F
03-3582-4400
http://www.terradent.com/

て感じることができました。

が重要なのだということを、改め

実習はありましたが、ＵＳＣでは、

いうメモリーがあるだけ。

趣味の水中写真は、ダイブフォトコンテストで入賞するほどの腕前。この写真はセンジ
ュイソギンチャクに隠れていたハナビラクマノミが出てきたところを撮影したもの。平
日は診療、休日はセミナーや研修会で講演することも多く時間がとれないけれど、この
秋には沖縄でジョイントミーティングを開催する際にもぐる予定なのだとか。

ジを一言。

のニーズも変化してきます。

しか考えないというのは研究の分

25

より学生に委ねられていて、夜中

9
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基礎知識から物件選定・集患や融資の事まで成功へ導くための開業セミナー

お申込はFAXにて受付中！

《タイムスケジュール》

10:00 ～ 11:00 歯科業界の現状
11:00 ～ 12:00 物件 / 立地選定理論
（昼 食 食事付き）
13:00 ～ 14:00 物件 / 立地選定実践
14:00 ～ 15:30 事業計画 / 資金調達
15:30 ～ 17:00 集患 / 広告宣伝

▼セミナーの様子

１年後の収入格差 1.500 万円

歯科開業 3 ヶ月間の 新患数 2 倍！

下記お申込記入欄と参加ご希望日にチェックをつけて FAX にてお申込ください。
お申込確認後、メールにてセミナー詳細 ( 受講票・アクセスマップ ) をお送り致します。

東京会場 東京都中央区京橋 1-6-8 コルマ京橋ビル 地下 1 階

3,500

横浜会場 神奈川県横浜市神奈川区金港町 5-10 金港ビル 2 階

( 税込 )

9/18( 水 )

10/6( 日 )

10/24( 木 )

11/10( 日 )

12/16( 月 )

1/19( 日 )

1/23( 木 )

別日希望

9/1( 日 )

12/1( 日 )

(

当日連絡
可能なもの

webからのお申込の方はこちら
（注）
インサイト

QRコード読取で
携帯からアクセス

11/19( 火 )

)

(注1)
お申込の際に必ずご連絡・ご要望に
「日本歯科評論を見た」
と
ご記入ください。ご記入頂ければ無料ご招待致します。
(注2)
システムの都合により、
振込案内メールが届いてしまう場合が
ございますが、
確認後セミナー受講票を送付致しますので、
振込案内メールはお読み捨てください。

歯科医師国家試験合格率微増の一方で、
「最低修業年限」での合格は6割と停滞。

昨年 年ぶりに合格率が ％

90

今年は ・ ポイントダウン。

の大台を超えた医師国家試験が、

3

4

家試験の合格率は、 ・ ポイ

一方で、第106回歯科医師国

0

1

ントアップの ・ ％と微増で

0

2

平成 年に歯科大学・歯学部に

い。文部科学省の調べによると、

年限」での合格率にも着目した

合格率の背景にある「最低修業

医師免許を手にしたが、単純な

今回2366名が新たに歯科

合格率は上昇傾向が続いている。

はあるが、歯科医師の国家試験

71

たのは1551人 、 ・ ％だ

浪人もせずに国家試験に合格し

入学した2596人中、留年も

19

59

7

った。 年、 年と比べても改

24

・ ％（ 人中 人）
。反対に、

も高かった大学は徳島大学の

最低修業年限での合格率が最

が切に望まれるところだ。

善は見られず、大学の環境改革

23

5

40

37

科大学の ・ ％（ 人中 人）

最も割合が低かったのは松本歯

92

5

94

76 8

％、公 立 の 九 州 歯 科 大 学 は

だった。国立大学の平均は ・

8

・ ％、
私立大学平均は ・

8 75 8

53

％となっている。 年次留年・

8

ている現状を見直す必要がある。

で即戦力となるべき人材が滞っ

休学によって、
将来の歯科業界

6
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日歯会員平均年齢57歳10カ月。
会員数の減少続き、高齢化に拍車。
歯科医師の高齢化が進んでい
る。日本歯科医師会が発表した

平成 年度末現在の会員数は

「会員年代別構成表」によると、

万4707人、 年前の 年度

・ ％、 ・ ％、 ・ ％、

・ ％と年度ごとに確実な伸

びを見せ、 年間で ・ ポイ
ント増加。 歳代は伸びてはい
るものの ・ ポイントの上昇

62

にとどまっている。一方、減少

124

48

末の 万5206人をピークに、

186

97

が目立つのは 歳代。 年度末

247

145

歯科衛生士は、歯科医院以外にも、保健所や高齢者福 入れ歯需要の拡大やむし歯の増加により、歯科技工
祉施設などでもニーズがあり、資格取得後の就職率は 士のニーズは高まってきているが、高い専門性に比
高い。平均年収は一定の範囲内での推移をみせている。 べ、収入は決して高い水準とはいえない。

いだろうか。

向上につながっていくのではな

意のサービスが、売上や収入の

頼される傾向にある中、誠心誠

可欠だ。評判や口コミが強く信

需要の創出や積極的な経営が不

るには、供給に応じた潜在的な

増え続ける歯科医師が生き残

ることも考えられるだろう。

科医収入の減少につながってい

院の経営能力不足が相対的な歯

ばざるを得ないことが多く、医

な準備がないまま開業の道を選

309

193

以後、減少が続いており、平均

年間で ・ ポイント落ちて

いる。歯科医師過剰が叫ばれ、

所についてまとめた「賃金構造

基本統計調査」によると、 年

の歯科医師の平均年収は679

万 千円で、前年に比べ約 万

円減った。歯科医師が項目とし

て設けられた 年の年収904

万7600円 と 比 較 す る と、

225万3600円 、割 合 で

・ ％減少している。また、

職種別の同減少率では弁護士、

航空機客室乗務員に次いで 番

目に高い割合となっている。

歯科医師業界は歯科医師数が

増加の一途をたどっており、過

剰傾向が続いている。供給が多

241

の ・ ％が 年度は ・ ％と、

年間で 歳 カ月高くなった。

121

厚生労働省が 人以上の事業

241

くなるほどその稀少性は低くな

434

406

433 400

年齢は過去最高の 歳 カ月。
前年 年度末に比べて カ月、

歯科医師になる人数が抑えられ
ている現状では、新たに歯科医
師となる人が減り、高齢化に拍
車がかかっているようだ。

362

り、収入も下がる。また、大病

歯科技工士 過去8年間の平均年収推移

歯科衛生士 過去8年間の平均年収推移

年度末の年代別割合で最も高

いのは 歳代の ・ ％、次い
で 歳代が ・ ％と、 ～
歳代で 割近くを占めている。

最近はインプラントなどの新
しい技術の導入により、歯科医

ということは、今後 年間で高
齢のため引退する歯科医師が増

師に求められる役割は多岐にわ

れる時代ともいえるだろう。

た歯科医師の存在が切に求めら

高まっている。バランスのとれ

たり、以前にも増して重要度が

え、歯科医師不足に陥る可能性
が懸念される。
年代別の割合を 年度からの
年間の推移でみると、 歳代

が 年度の ・ ％から ・ ％、

483

院が少ない歯科業界では、十分

13

371

平成17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年
（単位：万円）

0

平成17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年
（単位：万円）

0

347

380

417

495

397

290

464

557

434

360

337

345

328

339

336

362

歯科医師は、前年に比べ平均年収が大きく減少。同調査による
と、
「所定内給与額」も17年の71万300円が、24年には50万
6100円と20万円以上下がっているという数値が出ている。

24

71

3

386 349
338

歯科医師 過去8年間の平均年収推移

23年 24年
（単位：万円）

22年

21年

20年

19年

平成17年 18年
0

549

750

679
582

14

24
23
22
21
平成
20
19年度末

724

22

2

0
0

10

3

738

71

55
55歳
5ヵ月
64,000

55歳
10ヵ月

780

65 31

56

724

23 19
8
48

56歳
10ヵ月
56歳
6ヵ月
64,500

17

60
57
57歳 64,707
4ヵ月

4

50

17
60
55

64,945 64,885
65,000

9

6 10

86

10

5

57

19

58
65,094

603

5

65 33

57歳
10ヵ月
65,206
65,129

24

2

23

15
45

65,500

845

20

1

6

8

5 19
38

20

50 5

60

1 24 30

4

24

6

23

50

6

● 平均年齢（歳）
■ 会員数（人）

19

会員数・平均年齢の推移

905
1086
965

歯科医師の平均年収680万円、
技工士430万円、衛生士360万円。

24 5
60

5

■日本歯科医師会

※厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より
※年収は「きまって支給する現金給与額」×12＋「年間賞与その他特別給与額」

歯根膜の成熟と機能を特徴づける分子を発見。
再生療法開発への一歩、踏み出す。
れてしまう歯周靭帯は、一度失

一方で、歯周炎によって破壊さ

どの重要な機能を担っている。

咬合力への抵抗性、接触感覚な

顎骨内に固定する組織であり、

歯周靭帯（歯根膜）は、歯を

出した。また、細胞接着を増強

と機能に関わることを新たに見

という分子が、歯周靭帯の発生

ジュリン
（Tenomodulin）

帯を使った共同研究で、テノモ

ミリアン大学とマウスの歯周靱

イツのルートヴィッヒ･マクシ

東京大学医学部附属病院集中

ターンと機能の一端が世界に先

周靭帯のテノモジュリン発現パ

させることも明らかにした。歯

われると再生させることは非常

治療部の小宮山雄介（こみやま

駆けて明らかにされた、本成果

に難しい。

･ゆうすけ）博士、東京大学大

の意義は大きい。
歯周靭帯はもとより、腱・靭

学院工学系研究科バイオエンジ

帯組織の再生療法開発への足が

ニアリング専攻の大庭伸介（お
おば･しんすけ）特任准教授・

かりとなることが期待される。

接着させ口の形成を促す遺伝子

胎生期において、細胞同士を

持することが、形成異常の予防

ら、CEACAM1の働きを維

口唇裂･口蓋裂は遺伝的要因

の鍵となり得る可能性が見出さ

と環境的要因によって発症し、

を、大阪大学大学院歯学研究科

教授らの研究グループが発見し

日本国内においても600人に

れたと言える。

た。口と顔の中心部は、胎児の

の阪井丘芳（さかい・たかよし）

時期に顔の左右から伸びる突起

人の割合で生じる難病の一つ。

F betaという増殖因子に

CEACAM1の発現は、TG

着 因 子CEACAM1を 発 見。

その中から強く発現する細胞接

子発現のデータベースを作成し、

の形成過程で、口蓋突起の遺伝

今回の研究では、マウスの口

形成されることが知られている。

研究の進展を見守りたい。

い」と話す阪井教授。さらなる

防や治療への応用を目指した

M1をうまく働かせるような予

かったが、胎生期にCEACA

蓋裂などは手術しか治療法がな

食に障害が起きるという。
「口

ことで引き起こされ、言葉や摂

口蓋突起がうまく接着されない

が接着し、癒合することにより

よって調節されており、抑制す

ると口蓋の癒合が阻害され、遺

阪井丘芳 教授

伝子を欠如させると口蓋癒合が

遅れることが確認された。口や

顔面の形成における口蓋突起の

初期接着に重要な働きをしてい

ることが明らかになったことか

大阪大学大学院歯学研究科
高次脳口腔機能学講座
顎口腔機能治療学教室

CEACAM1を欠如したマウスの口蓋癒合が阻
害されている様子を示す。癒合が完成せず、
緑色の上皮組織が残存している。

鄭 雄一 教授

1

小宮山雄介 博士

大庭伸介 特任准教授

東京大学医学部附属病院
集中治療部
東京大学大学院工学系研究科
バイオエンジニアリング専攻
東京大学大学院工学系研究科
バイオエンジニアリング専攻

鄭雄一（てい･ゆういち）教授
らのグループは、京都大学やド

正常に癒合したマウスの口蓋を示す。癒合部
では、緑色の上皮組織は消失している。

■歯周靱帯におけるTenomodulin（Tnmd）の発現と機能

「口ができる」メカニズム解明へ。
口唇裂・口蓋裂の予防･治療に光。
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歯周病に意外な救世主？
ローヤルゼリーの予防効果に期待。

日本の歯周病人口が増加する
中、
「8020運 動 」 に よ る 歯
の長寿命傾向が進み、中・高齢
者の残存歯数が増加した一方、
口腔内のトラブルに拍車がかか
り、より深刻な問題となってい
る。その様な中、今や国民病と
なりつつある歯周病に、意外な
救世主が現れた。
学術誌
「Biomedical
Research」に発表され

た研究報告によると、ローヤル

石灰化の度合いの比

歯学研究科の柳田学（やなぎた

金」にて助成を受けた大阪大学

田養蜂場 みつばち研究助成基

ったのは、
『山田養蜂場』の「山

性が明らかにされた。研究を行

る歯周組織の炎症を抑える可能

復を促し、さらに歯周病菌によ

ついた歯を支える歯周組織の修

であるため、今後、動物やヒト

の成果は培養細胞を用いた試験

可能性が示された。ただし、こ

よる歯周組織の炎症を抑制する

ンの産生を抑えて、歯周病菌に

炎症性サイトカイン･ケモカイ

（石灰化）
を促す可能性、さらに、

って傷ついた歯周組織の修復

子の発現を高めて、歯周病によ

ゼリーが骨の形成に関わる遺伝

･まなぶ）助教らの研究グルー

を対象とした検証が待たれる。

因の第一位であるうえ、糖尿病

プ。今回の研究では、マウスの

や肺炎、動脈硬化などの原因に

歯周病は日本人が歯を失う原

て、石灰化や、歯周病菌による

もなる可能性が指摘されており、
関心は高まる一方だ。今回示さ

ローヤルゼリー（mg/ml）
※1）
ローヤルゼリー…ミツバチの働き蜂が花粉や蜂蜜を食べ、
女王蜂の特別食として分泌するゼリー状の乳白色物質。

0.5
0.1
0.02
0

歯根膜から採取した細胞を用い

ゼリー（※ ）が、歯周病で傷

（vs.ローヤルゼリー
0 mg/ml）

0.0

れた
「歯周病にローヤルゼリー」

工の歯に変わることで「歯の感

覚」が低下し、脳に送られる信

号が減ってしまうことや、
「噛

む力」の影響などが考えられて

いる。
「噛む力」が大きいと、

脳への血流が増え、脳の広範囲

の部位の活動が活発になるのだ。

また、歯を失うことによる食生

活の変化も見逃せない。特定の

食べ物を避けるようになり、ビ

憶力には相関関係があるという。

の歯ではない天然の歯の数と記

究チームの発表によると、人工

ウェーデンの大学による共同研

だけではない。ノルウェーとス

治療費の負担も大きいが、それ

歯が不可欠。何しろ人工の歯は

食事を楽しむためには健康な

憶力を維持することにもつなが

歯を長く健康に保つことは、記

理由は色々と考えられるが、

いとの実験結果も報告された。

ハイマー病の症状が悪化しやす

記憶力が低下するなど、アルツ

国内でも、奥歯のないマウスは

与える可能性があるとも。先日、

減ることが、脳の活動に影響を

タミン、タンパク質の摂取量が

今回の研究は、 歳から 歳

つためにも、歯のケアにより意

るようだ。頭の健康を良好に保

る場合よりも 本少なく、喪失

歯の ％は臼歯。研究チームが

対象者に記憶力テストを実施し

た結果、天然の歯の数が多いほ

ど記憶能力が高い傾向が認めら
れたという。

では、天然の歯が多いとなぜ

記憶力が高いのだろう。著者の

見解によると、天然の歯から人

識を高めていきたい。

の273人の参加者を対象に行

本と、すべての歯が揃ってい

われた。参加者の歯の数は平均

88

：p<0.05
：p<0.01
1.0

の可能性は、より効果的な歯周

55

2.0

病予防や改善の一助につながる

10

3.0

一歩として注目したい。

15

70

■ローヤルゼリーによる歯根膜の石灰化の促進

炎症に対するローヤルゼリーの

柳田 学 助教

働きを探った。結果、ローヤル

大阪大学大学院
歯学研究科口腔治療学
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1

「歯を失うと記憶力が低下」の研究結果。
頭の健康のためにも歯のケアは重要！

「歯の電子カルテ」標準化へ動き。
災害時の遺体身元確認に有効活用を。

東日本大震災では、身元が特

標準化する実証事業に乗り出し

全く受けていない人も ／ を

に 回以下の人の割合が 割、

とした「歯」に関する調査結果

超える結果となった。この定期

代の男女を対象

によると、回答時点でむし歯が

検診に関しても、男性の方が女

代から

ある人は 割強に達しているこ

1200人／ライフメディアの

と が 分 か っ た（ 有 効 回 答 数

また、お口について気になる

定期的に受けている人も多い。

がえる。女性は検診頻度が短く、

性よりも意識が低いことがうか

ことを尋ねたところ、
男性は
「口

リサーチバンク公開結果より）
。

むし歯があるにもかかわらず、

」
「むし歯（ ％）
」が、
臭（ ％）

男女で差異はほとんどないが、

治療をしていない比率は女性よ

にくいのが要因だろうか。一方、

高い。歯科医に通う時間が取り

りも男性の方が3.9ポイント

検診を受けていれば、このよう

「口臭（ ％）
」が上位に。定期

女性は
「歯の着色･変色
（ ％）
」

むし歯の予防や治療に欠かせな

も見つけやすい。医院側には、

な歯の悩みを解決する手がかり

1

た。将来的には、歯の電子カル

3

■ １ヵ月に1回程度
■ 2〜3ヵ月に1回程度 ■ 4〜6ヵ月に1回程度
■ 歯の定期検診は受けていない
■ 7ヵ月〜1年に1回程度 ■ それ以下の頻度

い歯の「定期検診」については、

※単一回答/10代から60代の全国男女

定された犠牲者のうち約 割は

6

1

30

39

スムーズな受診を促す体制が望

32

半年以内に 度は受けていると

12.3％

まれる。

■どの位の頻度で歯の定期検診を受けているか

いう人は 割強に留まり、 年

7.8
％

テがデータベース化されれば、

体の決め手となる生前の資料は

女性

歯牙鑑定が決め手となったとさ

限られているため、仮に電子カ
50.2％

災害時以外にも役立つ可能性も

の重要な手がかりとなり得る。

ルテのデータベース化が進めば、

27.5％

れている。遺体が損傷しても歯

しかし、実際には行方不明とな

こうした遺体の身元確認が円滑

16.2％

「身元不明遺体」とされる遺

った人の歯の治療記録と、身元

に進むことが期待される。だが、

6.2
％

あるという。

が分からない遺体の歯の情報と

実現には個人情報保護などの観

男性

が残る可能性は高いため、歯の

の照合には、多大な労力と時間

50.6％

情報は身元を特定できない場合

がかかってしまった。資料とな

最近は、歯科診療の場面でも、

点からの課題も多い。

も、歯科医ごとに形式や内容は

電子カルテは広く浸透している。

る紙や電子カルテが残っていて

さまざまで、統一的に整理し直

然といえるが、デジタルデータ
は流出のリスクも高いために、
メ

28.2％

100
（％）

80

60

40

20

0 2.8％

51.0％
14.3％

100
（％）

■ ない

■ ある
（治療中） ■ ある
（未治療） ■ わからない

31.0％

22.3％

17.7％

16.2％

10.0％

女性

40.3％

26.2％

14.3％

6.7 10.3％
％
2.2％

男性

社会IT化の流れからすれば当

働省は大規模災害時の遺体の身

リットとデメリットを踏まえた

1

36

35.7％

24.3％

16.0％

13.3％

8.3
％
2.5％

全体

このような反省から、厚生労

元確認に歯の情報を有効活用す

慎 重な議論が求められるだろう。

60
2

1

7.0
％

2

全体

28.8％

80

60

40

20

0

す必要があったからだ。

るため、歯科医の電子カルテを

10

■今、
むし歯はあるか

1

歯の定期検診を受ける頻度は？
むし歯に対する男女の意識の違いも。

※単一回答/10代から60代の全国男女
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国内初！歯科医師向けの
専門求人情報誌「QD」創刊へ。

タビュー記事なども掲載し、若

求人のほか、歯科医師へのイン

もつながる。さらに、保水セラ

に、建物全体の耐久性アップに

ライフサイクルが長くなるうえ

ことで屋根が保護され、屋根の

した屋上緑化を実現。設置する

ビズ Ｇ」は、雨水だけを利用

た屋上緑化システム「グリーン

種植物「セダム」を組み合わせ

ックス「グリーンビズ」に多肉

緑化基盤材である保水セラミ

新提案「グリーンビズ Ｇ」だ。

介するのは緑と共生する生活の

果は想像以上に大きい。今回紹

植物が人にもたらす癒しの効

肥料等の必要もなく通年で生き

簡単で気軽に導入できるという。

が搭載されているため、施工が

にプラスして水の供給システム

面緑化システム」は、緑化基盤

「壁
ズ Ｇ」商品も多彩に展開。

れることができる「グリーンビ

また、より身近に緑を取り入

てくれるという優れものである。

イランド現象の緩和ももたらし

を良くするだけでなくヒートア

生やコケを植えることで、景観

に優れており、この基盤上に芝

ミックス基盤は透水性・保水性

-

本求人誌発行の企画にあたって
は、大学歯学部への電話調査を
実施するなどして、誌面づくり
を進めてきた。歯科医師が勤務
先に望むことは何かを考え、求

歯科医院の運営にとって、安

手歯科医師や歯学部学生にとっ

強化保水セラミックスパネル基盤の上に、
「ミズゴケ」
の特性である水の分配機能を最大限に利用したリバ
ー・リ・ウォールを設置したシステム。軽量で、肥料
などの心配もなく維持管理が簡単。

人医院の特色や学べることなど
を分かりやすく記述し、写真を
多用するなどして職場の雰囲気
も伝わるような誌面構成として

定した人材の確保と育成は最も

て参考になる内容を目指す。

いる。また、全国の歯科医院の

重要な課題の一つといっていい。

従来、歯科医師の募集手段と

そんな中、人材確保をサポート
してくれる新たなツールが歯科

人サイト、歯科業界誌巻末の求

しては、大学求人票やWEB求

月に創刊予定の歯科医師向けの

人広告などしかなかったが、「Q

業界に誕生する。2014年

専門求人情報誌「QD」だ。全

た緑が維持できる、画期的なイ

ンテリアだ。さらに手軽に室内

緑化が楽しめる「フラワーパー

テーション」や、
「コケ緑化パ

ネル」など、五感が癒される緑

との暮らしのスタイルの幅をぐ

んと広げてくれる「グリーンビ

今後も目が離せない。
ズ Ｇ」に、

☎0761･55･1111（代表） http://www.komatsuseiren.co.jp
☎0761･21･8818 http://www.token-web.com

問い合わせ／小松精練株式会社
株式会社トーケン

D」の創刊により強力な求人手
段が広がることが期待される。
最高の治療を患者に提供する

■コケ緑化パネル

国 の大学歯学部、大学病院に

発行元である、歯科業界の人

ために、まずは明るく快適な環

配本予定だという。

材採用支援を行う『クオキャリ

■壁面コケ緑化システム

問い合わせ／
株式会社クオリア･リレーションズ
☎03･5907･6810
http://top.quacareer.com/

境づくりが必須といえる。

壁面コケ緑化システムをおしゃれなインテリア
パネルに。埃や臭いも吸収するため快適でクリ
ーンな室内環境が得られる。照明やポンプなど
もコンパクトに一体化させた設計が可能。

全国の歯科医院の求人情報を掲載。写真を多く使っ
て職場の雰囲気がより伝わりやすい誌面構成に。

1

ア』は、既に 年の歯科衛生士
7

-

-

巻頭には歯科医師へのインタビュー記
事なども掲載し、
若手歯科医師や歯学部
学生に役立つ情報の充実も図っている。

専門求人誌の発行実績をもつ。
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年中生きた緑を手軽に維持できる、
「グリーンビズ - Ｇ」の癒し効果。

-

裏地桂子 の

歯談・食談
美味しいものを引き寄せるパワーの持ち主、裏地桂子さんおすすめのとっておきの店。
今回は、
一昨年、代官山にオープンしたばかりの瀟洒なリストランテをご紹介します。

YAGI

撮影／中島繁樹

テカ・ピンキオーリ』を始めとす

は、フィレンツェの３つ星『エノ

オーナーシェフの八木康介さん

洒なリストランテ『ＹＡＧＩ』
。

代官山にオープンしたばかりの瀟

ご紹介して下さったのは、一昨年、

磨きをかける裏地桂子さん。今回、

が発行され、ますますアンテナに

ンスよく楽しむ心得 』
（ 講談社 ）

新著『もの、好き。衣食住をセ

所や訪れる時間帯が少し変わるだ

らりと印象が変わるため、座る場

ルの配置も巧みで、席によってが

放的な空間となっている。テーブ

らかな光が差し込み、驚くほど開

らも、広いガラスの開口部から柔

り、同店はビルの地階にありなが

歳月をかけて物件を探しただけあ

会うまで妥協せずに、１年以上の

独立後は、納得できる物件に出

お料理は好きでしたが、こちらは

けで新鮮な気分が味わえる。
てきた実力派だ。

るイタリアの名店で修行し、帰国

RISTORANTE

「ブルガリ時代から八木さんの

東京都渋谷区鉢山町15-2 プラザ1000代官山B1F
03-6809-0434
営／ランチ12:00～13:30（L.O.）
※平日は完全予約制。来店希望日の前日までに要予約。
ディナー18:00～22:00ラストイン
休／水曜日（祝日の場合は翌平日に振替）
料金／ランチ2800円、4800円、
プレミアムランチ（要予約）8800円
ディナー8800円、プレミアムディナー14800円（要予約）
、
カジュアルディナー（夜9時以降）5800円
席数／26席（6名の個室有）

後も、名だたる店で料理長を務め

料理も空間も洗練された
大人のためのイタリアン。

（うらじ・けいこ）
ギフトコンシェルジュ。女性誌で執
筆、コーディネーターとして活躍す
る傍ら、企業や商品のプロデュー
スなども手掛ける。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。６月に発
行されたばかりの新著『もの、好
き。衣食住をセンスよく楽しむ心
得』
（講談社）
も好評発売中。

裏地桂子
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穴子のグリエと野生のアスパラソ
バージュ。穴子の出汁ととうもろ
こしのソースで。

生姜のグラニテとレモンの
パンナコッタ、バジルのク
レーム、レモンのピールを
添えて。

雰囲気もイタリアにあるお洒落な

す」と八木さん。

はの食材も積極的に使っていま

スも店を構成する大切な要素の一

リストランテのようで、一目で好

繊細な美しさの中にも、しっか

つと考える『ＹＡＧＩ』では、コ

料理はもちろん、空間やサービ

りとパンチのきいた味わいで食す

ストパフォーマンスの高い料理と、

（やぎ・こうすけ）
1972年神奈川県出身。高校卒
業後、都内イタリアンを経て97
年渡伊。トスカーナの『エノテカ・
ピンキオーリ』など５店舗で５年間
修業。2001年に帰国後は中目
黒の『ラ・ルーナ・ロッサ』や、銀座
『ブルガリ イル・リストランテ』の
料理長を歴任。2011年10月に
『リストランテ YAGI』
をオープン。

きになりました」と裏地さん。

者に余韻を与える料理には、旬の

質の高いパーソナルサービスにも

勉強会やセミナーなど、診療後

21

食材が惜しみなく使われている。

イタリア以外の食材を使うのを躊

も日々忙しい毎日を送る歯科医師

（上）ワインは100種程度を揃える。
グラス1000円～、ボトル4000円～。
（左）グラッパは常時７～８種は揃う。

定評がある。

躇していた時期もありますが、近

の方々には、夜９時以降のカジュ

八木康介

「以前は、イタリア料理なので

年は、東京で、日本で表現するイ

アルディナーもおすすめ。

はまぐりとからすみのパスタ・カサレッチェ。

タリア料理を意識し、日本ならで

仔羊のロースト。ホワイトアスパラガスとスティックアスパラガスの付け合せ。玉
ねぎのソースで。

27階から29階までを繋ぐ大階段の横には天上の雲から降り注ぐ雨
粒を表現した長さ約10ｍの優雅なシャンデリアが煌めく。清王朝時
代の絵画をモチーフとした壁面のアートワークも長さ10ｍ幅3ｍの大作。

いつか訪れたい場所

シャングリ
・ラ ホテル 東京

Shangri-La Hotel, Tokyo

いつまでも留まり続けていたくなる、
丸の内の天空に煌めく、大人の隠れ家。

東京駅の日本橋口に隣接する丸

フロアに位置する

の内トラストタワー本館。その最

上階までの

されたクリスタルが使われた 以

さらには、チェコでハンドメイド

シャングリ・ラ共通の香りである。

「桃源郷」へと誘うのは、世界の

訪れる者を、たちまちのうちに

高い評価を得ている。

２００９年の誕生以来、世界から

独 特 の 存 在 感 で 異 彩 を 放 ち、

ホテルが林立する東京の中でも、

クールでスタイリッシュな外資系

リーホテル部門の世界１位を受賞。

日本のホテルで初めてラグジュア

ワードⓇ ２０１２」において、

ーの「トラベラーズ チョイス ア

昨年、英国のトリップアドバイザ

『シャングリ・ラ ホテル 東京』は、

11

つのクラブフロアのような快適さ

ているが、ホテル全体がまるで一

ンジ「ホライゾンクラブ」を有し

２フロアにはエグゼクティブラウ

ひと時に変えてくれる。最上階の

ントの一つ一つが、滞在を特別な

れ、散りばめられた豪華なエレメ

ンなど、妥協することなく集めら

ンテンポラリーなフラワーデザイ

を継ぎ目なく覆う美しい絨毯、コ

超えるアートワーク、一つの空間

上のシャンデリアや、２０００を

50
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A.

B.

C.

D.

E.

F.

Aイタリア料理「ピャチェーレ」は、2フロア分の吹き抜
けがとても開放的。世界のワイン400種を揃え、アメリ
カで最も著名なワイン専門誌で3年連続「ベスト オブ
アワード オブ エクセレンス」に選ばれた。インテリアを
手掛けたのはAFSOを率いる気鋭のデザイナー、アン
ドレ・フー。B身心の陰陽のバランスを整えるCHI「氣」
スパは、シャングリ・ラ直営のオリジナルブランド。30種
類のトリートメントが用意されておりビジター利用も可能。
C個室や寿司カウンター、鉄板焼きコーナーまでを備え
る日本料理「なだ万」。Dオールディダイニング「ザ・ロ
ビーラウンジ」。昼はアフタヌーンティーが、夜はカクテ
ルタイムが満喫できる。E東京の空に浮いているかの
ような錯覚に陥るプール。フィットネスルームも隣接。F
レセプションフロアである28階のエレベータ前に出現
する木蓮の森。蘇州でも選り抜きの職人が刺繍を施し
た繊細なアートワーク。G200室あるゲストルームはす
べてが50㎡以上あり、都内でも最大級の広さを誇る。

シャングリ・ラ ホテル 東京
東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館
03-6739-7888
http://www.shangri-la.com/jp/tokyo/
shangrila/
■ 特典情報
フィットネスクラブ メンバー会員になると、ジム、プ
ール、
シャワールームとロッカーの利用が可能に。
スパトリートメントの割引や、ラウンジの利用チケッ
トなど様々な特典もあり。
詳しくは、03-6739-7888までお問合せ下さい。

と心地よい一体感に包まれている。

また、ホテルの満足度を大きく

左右するレストラン＆バーは３つ

あり、そのいずれもが新鮮な空間

デ ザ イ ン と 抜 群 の 眺 望 を 誇 り、

様々な役割を果たしている。オー

ナーのこだわりによって、厳選食

材が惜しみなく使われた料理は、

最高のパフォーマンスとともに提

供される。

香港を拠点とするシャングリ・

ラならではのアジアンホスピタリ

ティも健在だ。グループ内で切磋

琢磨する土壌があるため、元々サ

ービスには定評があるが、厳しい

審美眼を持つ「もてなしの国」日

本においては、さらに高い水準が

要求されるため、より一層の取り

組みが行われてきた。昨年は既に

取得していたISO22000に

加 え、 新 た にISO9001と

ISO14001の 認 証 も 取 得。

日本のホテルとしては初めて

IMS（統合マネジメントシステ

ム ） の 認 証 を 取 得 し た の だ。

ホテル内に漂う、穏やかでゆっ

たりとした空気や時間の流れは、

技術に裏打ちされた安全で質の高

いサービスを提供しているホテル

マンたちの自信や余裕によって醸

し出されているのかも知れない。
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G.

ないことを

診療してい

しをもって

口腔ケアが「大介護時代」を変える
日本は国民の４人に 人が高齢者の
世界最高の長寿国で、要介護・要支援
の高齢者は500万人に上ります。
な る「2025年 問 題 」 に 直 面 し、
２年 間の

れたのです。

思い知らさ

2050年になると人口が１億人を割
ス ウ ェー デ

年後には「団塊の世代」が 歳以上に

り、高齢者の割合も ・ 人に１人に
会構造全てが変容し、歯科医療におい

アップします。乗り物や買い物など社
を感じた彼は、帰国後施設に頼み込ん

防に根ざした歯周治療の可能性に手応

ン留 学で予

菊池恩恵

ても通院できない要医療や要介護の人

る」
「口臭が減り施設臭が減った」
。そ

した。
「気持ちいい」
「おいしく食べられ

３ヵ月後、施設ががらりと変わりま

で毎週口腔ケアに通いました。

この人類史上未体験の長寿社会に対

の後取り組んだ東北大学との共同研究

護時代」が到来します。

が「特別の患者」ではなくなる「大介

燃やす歯科医師がいます。静岡県長泉

は口腔ケアの効果を実証して世界的な

応する高齢者歯科医療の構築に情熱を
町で開業する米山武義さん（ 歳）
。

インフルエンザを発症する人も８年間

ている施設では「入所者の肺炎が減り、

長寿社会をめざす 」旗印を掲げて

じめ多職種が連携して「口腔から健康

今年１月、米山さんは医科・歯科は

注目を集めました。

ゼロ」と報告されています。口腔ケア

POIC（専門的口腔感染症予防）研

年以上訪問診療を実践し、彼が診療し

で口腔や咽頭からの感染症を防ぐこと

究会のNPOを設立。口腔感染症を予

歯 科 業 界 のコ ミュニケ ー ションマガ ジ ン

今号の「ＤＮＴ（デンタリズム・ニュース＆トピ

記事が掲載される予定はありますか？

国家試験の合格率や歯学部の状況について、

■ 編集後記

『 Dentalism
（デンタリズム）』は、毎号、大
変 多 くの皆 様から 反 響 をいただいておりま

えしました。

『デンタリズム』

号を送っていただき、あり

ックス）」のコーナーにて紹介することをお伝

北海道 Ｉ歯科様

す。 その中の一部をご紹介いたします。

歯の根管治療で良い先生がいないものかと探

号の記事

～５冊いただきたいのですが。

がとうございました。 有 料でもいいので、４

をウェブサイトで読み、家族を小嶋歯科クリ

していたところ、
『デンタリズム』

か治療が進まず大変だったのですが、こちら

きました。 本当にありがとうございました。

そのほか、多くのお問合せやご要望をいただ

www.dentalism.jp

ますので、そちらをご参照ください。

ウトも可能です。バックナンバーも確認でき

デジタルマガジンをアップしておりプリントア

す。 最新号の発行と同時に、ホームページに

お届けした後は、在庫が無くなってしまいま

『デンタリズム』は、全 国の開 業 歯 科 医 院へ

毎号、多数お問い合わせをいただきますが、

滋賀県 Ｏ歯科様

埼玉県 Ｔ歯科様

愛知県 Ｋ歯科様

ニックに向かわせました。 それまで、なかな

の要 望を汲みとっていただいた上、きちんと

治 療 計 画などについても説 明 下さり、 最 良

の形で治療が受けられているようです。 本当

に良い先生に出会えたと感謝しています。 バ

ックナンバーでご紹 介されていた先 生 方の記

事も拝見しましたが、皆さん素晴らしい方ば

かりで興味深く記事を読ませていただきまし
た。これからも頑張ってください。
東京都 一般のＴ様

一般の方からお問い合わせのお電話をいただ

いたのは初めてでしたが、歯科医院はたくさ

んあ り、情 報は氾 濫していても、 患 者さん

が求める情報には、なかなか辿りつけないの
が実状なのですね。

『 デンタリズム』の７号のデンタルフィットの

〒 104-0045
東京都中央区築地 4-1-12 ビュロー銀座

で入所者を肺炎などの全身疾患から守

発行所／株式会社 金沢倶楽部

広告を見ながら問合せしているのですが、求

人をしたいと思っております。 連絡先を教え

福井県 Ｔ歯科様

ていただけますか？

ありがとうございます。 当 時の電 話 番 号は

バックナンバーを保 存の上、ご活 用 くださり

編集人／丹羽麻理

防し口腔機能を高めることで、生きる
意欲を引き出し、
最期まで
「人間の尊厳」

「最大の課題は医科と連携して現場の

変更となっておりましたので、新しい番号を
お知らせいたしました。

発行人／寺西秀樹

り、その結果独特の施設臭も消え医療
費も確実に減少しているのです。

いて出向き、口腔が放置されている現

要請に応えられる歯科の体制を整備す

科の奮起を呼びかけました。

を守る医療を展開する決意を表明し歯

実に直面して愕然としました。
「まるで

ること」と語る米山さん。医療連携の

問い合わせ／０７６・２１４・７７８８

FAX 03 - 3544 - 5934

大学卒業直後の1979年、米山さ

瓦礫の山でこれが歯科医療の終末かと

先に「元気な日本」と「歯科の明るい

TEL 03 - 3544 -５９３９

んは「特養で歯科に困っている」と聞

思うと無性に口惜しくなりました」
。歯

未来」を展望しています。
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12
30

14

http://www.dentalism.jp

5

科は患者さんを人生の最期までの見通

［デンタリズム］

75

58

高齢者歯科医療に燃える米山先生（右）
。
米山歯科クリニックにて。
POIC® 研究会 URL：http://poic.org
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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