歯科医師に
お薦めしたい

「痛み」や「不安」を和らげる
歯科のために開発された音楽。

この商品

各1,880円（本体）＋税
2014年７月発売予定
問合せ先／☎076-278-8800 Ｃｉメディカル ＣＤ担当

いう趣旨の論文が発表され医学誌

段は音楽に身をゆだねること」と

医院での痛みや不安を緩和する手

アメリカの大学の研究で「歯科

サウンドに、不快な音をマスキン

患者さんが心地よく感じる極上の

ります。
『歯医者さんのＢＧＭ』は、

トレスを感じる要素がたくさんあ

消毒薬の臭いなど、患者さんがス

制作を手掛けたのは環境音楽家

にも掲載されていますが、そんな

これまでの研究で脳卒中やアル

の小久保隆氏。自然が持っている

グする自然音をミックスさせたリ

ツハイマー病、てんかんといった

人の心を癒す力に注目し、現代人

中、お薦めしたいのが、この夏発

脳の病気や、心身の痛みや不安な

の心に優しく響く音楽を多数制作。

ラクゼーション音楽なのです。

ど、様々な病状で音楽療法の有効

深い癒しの音を求めて訪ねた国は

売の『歯医者さんのＢＧＭ』３種。

性が示されてきましたが、その中

べに大自然が奏でる様々な音がミ
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カ所にものぼるといいます。

あります。特に「波の音」や「川

ックスされたサウンドは、待合室

に、嫌な音や雑音をマスキングす

のせせらぎ」
、
「鳥のさえずり」な

やロビー、診療室で、患者さんを

優しいオルゴールやピアノの調

どの自然音が、不快な音をマスキ

リラックスさせてくれることでし

る「音を音で消す」という方法が

ングしてくれることは科学的にも

1

ょう。また、仕事や勉強、読書の

環境音楽家・音環境デザイ
ナー。多数の環境音楽の作
成、ＣＤリリースのほか、
携帯電話の緊急地震速報のアラーム音や、電子マ
ネー
「iD」のサイン音、東京「六本木ヒルズアリー
ナ」の環境音楽なども手掛け幅広い分野で活躍。

実証されています。

小久保隆（こくぼ・たかし）

際のＢＧＭとしても聴きやすく、

スタジオ・イオン

ストレス解消にも最適です。

『歯医者さんのＢＧＭ やすらぎのピアノ』
【曲目】
1.風に舞う花びら 2.花に寄せて 3.新
緑の森 4.新緑の渓谷 5.里山の花々 6.可憐
な鈴蘭 7.雨上がりの虹 8.紫陽花 9.蒼い海
風 10.潮騒の子守唄 11.夕涼みの風 12.秋
めく風 13.満月の調べ

歯科医院では、歯を削る音やト

『歯医者さんのＢＧＭ 癒しのオルゴール～森の中で』
【曲目】
1.小川の花びら 2.始まりの季節 3.春
色の街 4.心の花束 5.雨色の街角 6.感謝
の気持ち 7.陽のあたる散歩道 8.夕暮れの
ふるさと 9.夜空のゆりかご 10.優しい瞳
11.追憶〜優しい日々〜 12.小さな冬の物語
13.冬の足跡 14.冬の童話

レーの上で金属器具が接触する音、

『歯医者さんのＢＧＭ 癒しのオルゴール〜水辺にて』
【曲目】
1.春の匂いに誘われて 2.桜色の想い出
3. Little Flower 4.花 の 妖 精 5. Bridge to
the Sky 6. Memory of Summer 7. Sun
shine Holiday 8.幸せを願って 9.ひこうき
雲 10.放課後の帰り道 11.かけがえのない
想い 12. Precious 13. My Sunshine 14.
Innocent White

□ 7月6日（東京） □7月27日（札幌） □9月7日（福岡） □9月21日（大阪）

宝田歯科医院 院長

宝田恭子

輝く女 性 に
逢いに行く

Kyoko Takarada

齢を重ねるごとに説得力を増し続

た。そのメソッドは彼女自身が年

りにまで波及効果をもたらしてき

も心も若返らせ、錆びない身体作

口腔機能の改善だけではなく、顔

してきた表情筋のトレーニングは、

られる宝田恭子先生。彼女が提唱

コミ、一般市民にまでその名を知

今や歯科のみならず医科やマス

だからこそ高齢の患者さんへの取

ていただいています。古い診療所

さんにいて、いろんなことを教え

じめ、多くの医科の先生方が患者

「整体師や整形外科の先生をは

くなき探求心で研究を続けている。

イズ確立のきっかけ。その後も飽

法を模索したことが美顔エクササ

めに必死で学び、トレーニング方

元々は義母の顔面麻痺を治すた

﹁実年齢より若くキレイ﹂を実証する
歯科が誇るアンチエイジングの女王。

けている。およそ 歳とは思えぬ

は、さばけた人柄と、経験を積ん

美しさ。それを際立たせているの

グに繋がっているのだと思います」

り組みが、すべてアンチエイジン

代の義母を筆頭として、下町

「大正や昭和一桁生まれの患者

彼女のメソッドと実行力は、高齢

の高齢者のキレイと健康を支える

だ医療人としての厚みと信念。

さんが大勢いますが、私の使命は

東京都江戸川区小岩8-9-1
☎03-3657-4525
www.takarada-dc.com
宝田恭子.com アンチエイジングブログ 毎日更新！

者歯科をはじめ、超高齢社会、日

宝田歯科医院

彼らを介護に向かわせないこと。
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本の未来をも明るく照らしている。

Profile たからだ・きょうこ／1956年東京都出身。
1980年東京歯科大学を卒業。同大学保存科勤務後、
1988年より宝田歯科の３代目院長となる。日本ア
ンチエイジング歯科学会副会長。著書は『宝田式 新
メソッド ねこ背を直せば、顔が若返る』
（主婦の友
社）ほか多数。

医院とともに義父から引き継いだ

楕円形のエクササイズポールの上で10分間リ
ラックスすることが新しい日課とか。簡単に取
り組めて良さを実感してもらえることはすぐに
患者さんにも提案。キレイな表情を支えるのは
キレイな姿勢。

彼女は歯科の「宝」である。

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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患者さんたちが私の財産ですから」

輝きの秘 訣

待合室の掲示物のほとんどが手書きで、キレイカッコイイ恭子先生とは驚きのギャップがある。最も目を引いたのは
48歳と80歳の姿勢の違い。
「正常な咀嚼のためには正しく座ることが重要。猫背と腹出はワンセット。キレイのために
も胸鎖乳突筋の走行角度は後方60度ですよ」と宝田スマイル。

歯科医院
建築探訪

無機質になりがちな白の空間に、
有機的な要素を加えたシンプル建築。

1.
1.白を基調とした清潔感ある診察ス
ペース。窓越しに緑を見ながらの診
察となり、リラックス効果もある。
2.中庭を背にした開放的な受付スペ
ース。夜はライトアップされた中庭
が、幻想的に映える。3.ユニークな
パーティションが空間デザインのア
クセントとなっている。採光も十分
で、自然光が優しく降り注ぐ。4.キ
ューブ型のシンプルな外観。2階を
オーバーハングさせており、シンプ
ルだが、目を惹きつける要素がある。

3.

4.

開放感溢れるデザインの『 Oka

』
（和歌山県岩出市）
。
Dental Clinic
設計を担当したのは、全国各地の

歯科医院を手掛けている『平岡建

築デザイン』である。

目の前には小学校があることも

あり、開かれた歯科医院を目指し

た。建物中央に中庭を設置し、中

庭を中心に受付や待合室、診察室

が広がるといった構成。外から受

付が見え、その背後に中庭が見え

るという造りで、周辺との親和性

を高めている。また、単調になり

がちな診察スペースには、樹木を

象ったユニークな形のパーティシ

ョンを設置。シンプルな空間にア

5

クセントを加えている。

代表／平岡美香、平岡孝啓
大阪府大阪市西区阿波座1-7-12
東進ビル3F ☎06-4395-5592
http://www. hiraoka-architects.com

変形地で苦労しながらも、医療

平岡建築デザイン

機器や材料の収納位置を緻密に計

［建築デザイン］

算し、動線を確保。患者はもちろ

和歌山県岩出市
院長／岡 正信
副院長／岡 絢子
http://www.ma-dental.com

ん、スタッフが気持ちよく働ける

Oka Dental Clinic

空間を実現させている。

［歯科医院］

2.

米山歯科クリニック 院長

米山 武義

Star Dentist Interview

取材・文／丹羽麻理 撮影／福島健一

世界最高の長寿国日本で、高齢

者歯科と在宅口腔ケアのパイオニ

アとして活躍する米山武義先生の

注目度が高まっている。誤嚥性肺

炎の発症率低下に口腔ケアが有効

であるという実証データを一早く

示すなど、 年前から高齢者の口

り、もの凄い臭気を放っていまし

繁殖し、歯茎の中の嫌気性菌によ

態でした。湿度と温度で微生物が

口の中がまさに腐敗している状

の行きつく先なのか、と。

れが我々が携わっている歯科医療

まりの酷さに愕然としました。こ

を受けたことがきっかけです。あ

ている状況を目の当たりにし衝撃

高齢者の口腔内が置き去りにされ

ムでの歯科診療を頼まれ、そこで

米山 友人から特別養護老人ホー

高齢者歯科の道へ？

激動期だったと思いますが、なぜ

――大学を卒業された頃は歯科の

クで取材に応じて下さった。

９時から静岡県長泉町のクリニッ

機関との打ち合わせを済ませ、夜

この日も診療を終えた後に行政

活かされ始めようとしている。

経験が、今、各方面から求められ、

腔治療や口腔ケアに携わってきた
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た。それが独特の施設臭に繋がっ

7

口が開くと、心が開き、社会が開く。
口は健康の入り口、心の出口です。

Takeyoshi
Yoneyama

していると感じました。

関係が阻害され、介護の質を落と

ていたんですね。口が原因で人間
ルソン教授といった一流の先生方

ンデ教授、ニーマン教授、アクセ

１９８１年からの２年間は、リ
ていました。

唾液のｐＨや細菌についても調べ

プラークコントロールはもちろん、

わかってきたのです。

そういう中で、常勤の職員たち

の意識も変わってきた。自分たち

――高齢者に対する歯科医療の在

いう意識革命です。

いった方がいいのではないか、と

も食後の口のケア、口に関わって

とにかく日本人として恥をかかな
り方についても、得るものは大き

の下で学ばせていただきました。
――その後、スウェーデン政府奨
い、先生方にご迷惑をおかけしな

――具体的には、何が職員の気持

学金給費生として、名門イエテボ

ちを動かしたのでしょうか。

かったようですね。
本的な原因を取り除く治療をして

米山 月に２回のボランティアで

い、先輩の顔に泥をぬらない、の
スウェーデンは福祉や医療の分

いかないと、口腔内は一向に改善

すから、全員を診るわけではなく、

リ大学に留学され、錚々たる方々

野でも先進性があり、とても国威

していきません。日本では、そん

治療が必要な人を中心にケアして

米山 どんなに治療をしても、根

がある。アメリカの医師とディス

な当たり前のことができていない

いたのですが、まず彼らの口から

一心でした。

岡本浩先生にお会いした際、握手
カッションしても負けないですし、

時代でした。むし歯があればむし

口臭が消えて、顔の表情が良くな

の傍で学ばれていますね。

されて「医局で待ってるよ」と言
論文の数も多く質も高いです。世

歯の治療をしますが、むし歯にな

タンパク分解型除菌水（ＰＯＩＣウォーター）を用いることによ
って、医療機器内（チューブなど）を流れる水の除菌はもちろん、
治療前や治療中の患者の口腔内の除菌も徹底して行われている。

米山 大学 年生の時、はじめて

われ、その気になってしまって。
界の 年から 年先を走っている

当たり的にやるのでは結果が違う。

けないのかわかってやるのと、場

せてもらい、口を開けてもらって

い場所の一つです。そこに触れさ

口はガードが堅く、見せたくな

り、それまで介護を拒否傾向だっ

そこで、根本的な原因を除去す

いるうちに、心もオープンになっ

らないようにしようという風には

先生は何十人という学生に声をか
15

感じです。高齢者歯科についても

るため、歯科衛生士と一緒になっ

ていったんです。施設内では、話

私に、介護内容に変更はないので、

た高齢者の受容が増えていった。

て高齢者施設の口腔ケアを始めた

をしなければ、食べること以外に

口のケアをしていることが要因で

ならない。歯周病患者の歯石をと

わけです。そうすると、治らない

口を使うことはない。でも口腔ケ

不思議なことでしょう？

と思われていた歯肉炎や歯周病に

はないかと言ってくださった。

身であっても、基礎疾患を持って

力が落ちていても、介護を受ける

に熱を出す人がいたのですが「何

減したのです。それまでは定期的

さらに施設内で熱を出す人が激

ついては幅広く研究が進んでいま

――今では、口腔と全身の関係に

あの時は、口と全身が結びつい

いても、ちゃんとした戦略を立て

が起きているんだろう？」と考え

すが、それはまさに最初の一歩だ

まで変わってきた。

て方針をもって原因を取り除いて

たときに、看護婦長がピンときて

た瞬間でした。

いけば、治っていくということが

いくら年をとっていても、抵抗

アで口を触っているうちに、表情

置き去りにされた高齢者の口腔内。プラークや歯石は沈着という次元を通り越して堆積している。
ひどい口臭が独特の施設臭にも繋がっていたという。

変化が表れてきた。

っても、なぜ歯石をとらなきゃい

けていたかもしれないんですけど
ね（笑）
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8

注目の歯科医師インタビュー

だったと思うのですが、東北大学

米山 その直後、敬老の日の新聞

ったわけですね。
米山 そうですね。勉強会をする

を受けることも多いとか。

――近頃は、医師会から講演依頼
を改善できればトータルな医療費

がかさむ事態を招いている。そこ

こしたりして、その結果、医療費

えてきています。地元の沼津、御
――口腔ケアの重要性については、

は下がるはずです。

よる「食後の歯ブラシと上体起こ
殿場、富士の医師会などから立て

高齢者歯科のみならず、もっと広

ので講演して欲しいという話が増

しで、肺炎が減る」という記事を
続けに依頼が入っています。今ま
く喚起されるべきですね。

いる話をしたところ、横浜で開催

老人ホームで熱を出す人が減って

す。そこで口腔ケアを行っている

と心疾患、糖尿病、早産、呼吸器感

の中は感染症の温床です。歯周病

ことを物凄く実感しています。口

まさに時代が変わり始めている

うです。医療費にすると年間数千

でも患者の入院日数が減少したそ

た際、開設前と後とでは、どの科

診るような口腔ケア外来を新設し

科の丹沢秀樹教授が、入院患者も

に行きたいと思っています。

インプラントを入れたときはよ

くても、寝たきりになって清掃が

行き届かなくなると、凶器に変わ

る可能性がある。ですから我々の

患者さんがいろんな理由で通えな

くなったら、いつでも訪問診療を

しようとスタッフと覚悟を決めま

した。

子どもたちは自分たちが通って

きた道であり、お年寄りというの

は自分たちの行く先ですからね。

「口を閉ざすと心が病む。口は

た。役割を果たしていたから食事

たし、自分の位置や居場所もあっ

いた。家の中で役割や仕事があっ

していてポックリと亡くなる人が

「昔の年寄りは畑で草むしりを

かったです。

学会での先生の講演内容も興味深

を受け出掛けていきました。その

ていくでしょうし、国民にもっと

う分野が、これからどんどん伸び

能を活性化させるだとか、そうい

ょうね。
感染症予防だとか、
口の機

ルに診て行かないといけないでし

患以外にも、口腔をもっとトータ

くてはなりません。歯科の二大疾

歯科医師も発想を変えていかな

はもっと変わってくるでしょうね。

私は残りの人生をかけて、これを

でない高齢者が増えてきている。

で健康を維持できない、ハッピー

足りなくなります。口の中が原因

かわっていけば、その数は絶対に

今後、在宅医療に歯科医師がか

に対する見方を変えてきています。

として、中医協の委員も口腔ケア

日本の医療の方向性を変えること

万から数億円規模だそうですよ。

病院に入っても要請があれば往診

が来るかも知れませんが、施設や

患者さんもいずれ通えなくなる日

診しています。今通院できている

ませて、午後の診療までの間に往

わった後、食事を５分か 分で済

ひとときでした。

まで来ていると実感させてくれた

の姿が構築できる日は、すぐそこ

維持に大きく寄与できる歯科医療

生。国民の健康を守り、ＱＯＬの

社会性を持った重要な器官です」

もちゃんと食べられた。でも今は

アピールできるエネルギッシュな

世の中に訴えていきたいと思って

佐々木教授とは、それ以来のご

より多くて何が悪い？ と思うの

いますが、歯科医院数がコンビニ
は、いつ行っているのですか？

――多忙な中、在宅歯科について

米山 武義（よねやま・たけよし）
1955年静岡県出身。1979年日本歯
科大学歯学部卒業、同大学歯周病学教
室助手。1981年～83年スウェーデ
ン・ イ エ テ ボ リ 大 学 歯 学 部 留 学。
1989年伊豆逓信病院歯科（非常勤）
。
1991年米山歯科クリニック開業。
1997年歯学博士。2003年医学博士。
日本老年歯科医学会理事、同指導医、
認定医。主な著書・共著『誤嚥性肺炎
を予防する口腔ケア』ほか多数

■米山歯科クリニック
静岡県駿東群長泉町下土狩1375-1
☎055-988-0880
http://web.thn.jp/yoneyama/

て大いに語ってくださった米山先

と語り、歯科医療の可能性につい

楽をさせようとすることで、逆に

歯科医師も出てきて欲しいですね。

10

の呼吸器内科の佐々木英忠教授に

見つけたんです。
で歯科の歴史でこんなことはあり

米山 千葉大学附属病院の口腔外

翌朝、７時半頃に電話したとこ
ませんでした。

する日本老年医学会の学会で講演
染など、
これから先５年後、 年後

ろ、佐々木教授ご本人が出たんで

するから、そこに来るようお誘い

寝たきりの患者さん
であっても、口腔ケ
アが施されることに
よって口の中がさっ
ぱりして気持ちいい
と、笑顔がこぼれる
という。

年寄りの心身の病気に繋がってい

縁で、誤嚥性肺炎の発症率の低下

です。口腔内に疾病をかかえてい

米山 基本的には昼の１時から２

います。

に口腔ケアが有効であることを証

る高齢者は、それが原因でしっか

時の間ですね。午前中の診療が終

歯科医師が過剰だとか言われて

明する術をアドバイスいただくな

り食べられなかったり、肺炎を起

る」と。

ど、大変お世話になりました。

9
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CAD／CAMシステムで変わる歯科医療

激動の時代を支える
信頼できる歯科技工所

を受けますが、実際のところは？

パニックに陥っているという印象

載が発表された、技工業界は軽い

ているようですが、発注してから

す。メーカーも増産体制で努力し

欠品。そういう状態が続いていま

しかし保険適用と同時に材料は

めてきた歯科技工所も数多くあり、

遅れないよう、いち早く準備を進

ただし、デジタル化の波に乗り

その一方で、地方によっては、

その後セラスマート（ジーシー）
、

ジーシーのグラディアブロックが、

ムの方も注文が殺到している？

は、肝心のＣＡＤ／ＣＡＭシステ

――材料のブロックがその状況で

方が多いというのも実状です。

たくてもやれない歯科医師の先生

１軒もないという県もあり、やり

歯冠補綴に対応している技工所が

Ｃｉメディカルミリングセンター 3D Design Lab
076-259-0811 http://3d-design-lab.com

●会社データ
従業員／65名
設備／Roland DWX-50／DWX-4、ノーベルバイオケア プロセラ
ジェニオン／プロセラフォルテ、CEREC inEos X5／MC X、GC Aadva
スキャン／ミルLW-1、3M Lavaスキャン、DWOS LavaEdition 各1台
創業／1984年

この春から、歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを用いたハイブリットレジンによる
歯冠補綴が保険収載となり、歯科技工の現場はかつてないほどの激動の時代へと突入した。
今、ＣＡＤ／ＣＡＭをとりまく環境はどうなっているのか。そして、今後の歯科技工は
どのように変わっていくのか。グローバル化が進む歯科技工の世界で、ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの
オープン化を促進している株式会社歯愛メディカルのＣＡＤ／ＣＡＭ事業部の油谷秀明氏に話を伺った。

機種では供給が追い付くのは何カ

油谷 保険収載の話が出たのは今

１カ月遅れでの納品が普通で、厚

そういう所は施設基準を整え万全

適用となりました。

年１月の下旬。やはり急転直下、

生労働省からも一日も早く供給体

の体制を敷いています。

――ハイブリットレジンの保険収

突然、事態が動き始めたという印

制を整えるよう注意を受けている

月先になるのか見通しも立ってい

象は否めませんね。事実、業界全

ようです。

ない状況です。

体の準備が間に合っていません。

松風ブロックＨＣ（松風）などが

油谷 やはり製造が追いついてい

ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを用いた

次々と保険適用となり、６月には

ない状況が続いています。人気の

足利セラミックラボラトリー

〈群馬県太田市〉

材料のブロックについては当初は

ラヴァアルティメット（３Ｍ）が

〈兵庫県加古川市〉

クラフトデンタル

独自の技術を基盤に
高品質を徹底的に追求。

兵庫県加古川市別府町新野辺3150
☎079-436-1648 FAX 079-436-1649
http://www.craft-dental.com

●会社データ
従業員／42名
設備／Roland DWX-50（3台）
、DP3000（1
台）
、SensAble 3Dスキャナー
（3台 ）
、Sens
Able 3D CAD（4台）
創業／1991年

充実した設備で、より自然で
高精度な歯科技工物を供給。

群馬県太田市東新町672
☎0276-20-5670 FAX 0276-20-5671
http://www.acl-jp.com
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CAD/CAMシステムで変わる歯科医療
る歯科技工所も出てくるのではな

合いですね。ここで一気に飛躍す

――需要と供給のバランスの探り

ないでしょう。

とはあっても、減っていくことは

るとなれば、その需要が増えるこ

科医師の先生方は、ＣＡＤ／ＣＡ

いでしょうか。

Ｍハイブリットレジンについても、

――今回の保険適用は、歯科治療

まねいていると、その差は開いて

しっかりと情報提供を行い、選択

油谷 既に遠隔地からのオーダー

いく一方でしょうね。デジタル化

肢を準備することが求められるで

また、現在は小臼歯のみが保険

を受ける患者側からの要望を劇的

の流れは様々な業界で起こってき

しょうね。自費治療が減ることを

適用となっていますが、今後、厚

に応えられるだけのノウハウを構

ましたが、新しいシステムに順応

気にされる先生方もおられますが、

生労働省の「脱金パラ」の医療費

に増やす可能性がありますね。

できなければ、やがて淘汰される

金パラの治療済みの部位を積極的

削減路線を考えると、大臼歯部な

築し、実績を積んでいる歯科技工

という現実を見てきたはずです。

にハイブリットに替えて患者に喜

どその他の部位への保険適用につ

〈岐阜県各務原市〉

油谷 その通りです。ですから歯

患者さんの要望もそこにあるわけ

んでもらえるチャンスと捉える事

いても可能性が出てきます。

ARITAセラミックスラボラトリー

所もありますから、ここで手をこ

です。保険適用によって、今まで

もできるわけです。
今、大きく変化しようとしてい

る歯科補綴のデジタル化とメタル

フリー新時代。それを自院での運

用にどのように位置づけていくの

かを考える必要があるでしょう。

今回、ここで紹介している歯科

13

技工所は、歯科医院の良きパート

〈北海道上川郡〉

ナーとなるべく、デジタル化に備

えてスタッフを育成し、体制を整

えてきた技工所ばかりです。これ

からの歯科医療のためにも、良い

出会いがあることを切に願ってい

ます。

〈福岡県北九州市〉

本来、歯は白いのが普通であり、

は諦めていた場所の歯を白くでき

株式会社 歯愛メディカル
ＣＡＤ／ＣＡＭ事業部長 油谷秀明氏

アルファー工房

メタルフリー新時代に
合わせた商品を提供。

高い技術力と最新設備で
良質な補綴物を安定供給。

福岡県北九州市小倉南区田原2-5-4-3号
☎093-232-8882 FAX 093-232-7772
http://www.technical-gr.jp

岐阜県各務原市鵜沼朝日町5-102
☎058-370-7423 FAX 058-370-7471
http://www.atelier-alfa.co.jp

●会社データ
従業員／5名
設備／Roland DWX-4（1台）
、GC アドバシ
ステム（1台）
創業／2009年

●会社データ
従業員／65名
設 備 ／Roland DWX-50（2台）
、Dent SCAN
＆ Dent CADセッ
ト
（2台）
、AadvaLW-1 3shape
D800（2台）
、3M LAVA（1台）
創業／1992年

エステティック･アート･デザイン

〈岡山県岡山市〉

ゆうデンタル

安全･安心をモットーに
優良な歯科補綴物を提供。

迅速かつ丁寧な対応と
低価格でサポート。

北海道上川郡鷹栖町北野西三条1-3-10
☎0166-87-4389 FAX 0166-87-4389
e-a-d@agate.plala.or.jp

岡山県岡山市南区福田544-30
☎086-263-0373 FAX 086-263-0373
http://okayama-youdental.jp/

●会社データ
従業員／6名
、Dental Wings
設備／Roland DWX-50（1台）
7-SERIES（1台）
創業／1994年

●会社データ
従業員／12名
設備／Roland DWX-50（1台）
、Dent SCAN
& Dent CADセット(1台) 、mihmvogt シンタリ
ングファーネス HT speed
創業／1991年

〈 本社／神奈川県・相模原市 〉

スワデンタル
横浜、創業の地・長野などに８拠

待遇には目を見張るものがある。

にとらえてきた。社長自らが歯科

工所へと成長を遂げている。本社

では１００名の従業員を抱える技

四半世紀余りの歳月を経て、現在

歯科技工所『スワデンタル』は、

膨大な時間とエネルギーを注いで

すい環境を整備できるかについて、

く維持しながら、技工士が働きや

ればモチベーションと生産性を高

ち早く着手。設備投資も行ってき

生産体制や供給体制の構築にもい

アや技術力の差に影響を受けない

組織改革も重ね、技工士のキャリ

技工士ということもあり、どうす

※設備詳細はHPでご確認下さい

グローバル化とともに技術改革、

点を構え、常に時代の流れを的確

神奈川県相模原市中央区
相模原5-5-7
TEL 042-753-5121
FAX 042-753-5184
e-mail info@suwadental.co.jp
http://www.suwadental.co.jp

ＣＡＤ／ＣＡＭの実績に
巨額の設備投資を加え
さらなる人材育成にも。

２０１４年は、ＣＡＤ／ＣＡＭ元年。
安定の生産体制で歯科をバックアップ。
歯科技工士ならではの
ダイナミックな経営で
業界に旋風を巻き起こす。
朝倉桂一社長が 歳で起こした

■株式会社スワデンタル

試行錯誤してきただけあり、その

レダースＲＸＰ５００ＤＳＣは歯科で利用される材料内では、その硬
さに器械が負けることはない。コバルトクロムやチタンのような金属
からｅ．ｍａｘのような半焼結ジルコニア、ワックスのような柔らか
い材質まで何でも加工でき、より正確に、より早くミリングできる。

を構える相模原を中心に、東京や

た。昨年はドイツへ赴き、歯科で

使用できるＣＡＭ機の中で最高峰

と言われているレダースを導入。

専用の建屋を構えるために、本社

ビルを自社ビルとして購入もした。

日本にまだ数台しか入っていない

段階からレダースの本格稼働に向

けて体制を整えている姿からは、

迫りくるＣＡＤ／ＣＡＭビックバ

ンに向け、正面から受けて立とう

とする気概が感じとられる。

せの幅が広がる中では、いかに最

進み、機器とソフトとの組み合わ

させているが、今後オープン化が

型ミリングマシンを３種６台稼働

ＡＤ／ＣＡＭを使いこなすオペレ

いる同社では、これまで以上にＣ

普及が進んでいることを実感して

保険診療への適応により、急速に

今年４月のＣＡＤ／ＣＡＭ冠の

繋がるとも考えている。

適な組み合わせを探り運用できる

科技工所の一つなのである。

違いなく、今、最も頼りになる歯

えている『スワデンタル』は、間

けの設備と、技術と、対応力で備

ゆるオーダーや相談に耐えうるだ

が開く時代。そういう中で、あら

ムを使って加工するかによって差

かということよりも、どのシステ

物の品質については、誰が作るの

れなくなるからである。既に補綴

業主体では補綴物の需要に応えら

される技工業界では、現在の手作

高齢化が進み働き手の減少が予想

ーターの育成に力を注いでいる。

既にスキャナーを４種８台、小

『株式会社スワデンタル』
の代表取締役 朝倉桂一
氏は、ダイナミックな経
営で歯科技工士が安心し
て仕事ができる環境を整
備している。

かという点が、技工所の差別化に

かつて歯科技工士が一人前になるには10年必要と言われたが、ＣＡＤ
／ＣＡＭシステムの運用においては若い技術者の力も大いに活かせる。
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〈 広島県・尾道市 〉

ゆうデンタル
早くから機械化に着手
歯科医師の検証精神を
活かしたシステム構築。
４名からスタート。ＣＡＤ／ＣＡ

併設の独立した歯科技工所として

られる歯科技工士の育成について

コストとのバランス、時代に求め

たというが、やがてスピード感や

の完全内製化を実現。その機能を

Ｍシステムについても早くから関
当初はネット環境もなく、スキ

他の歯科医師仲間にも使って欲し

も深く考えるようになり、自社で

『ゆうデンタル』の最大の特徴は、
ャニングだけを自社で行い、加工

いとの思いで、技工所機能を独自

心を寄せ導入を開始した。

経営者が歯科医師であることだろ
はミリングセンターに発注してい

広島は尾道にある歯科技工所

広島県尾道市西則末町6-7
TEL 0848-23-3113
FAX 0848-23-9730
e-mail info@you-dental.jp
http://www.you-dental.jp/

※設備詳細はHPでご確認下さい
スタッフは、クラウンブリッジ担当とデンチャー担当、事務・配送担当に分かれ、
各々がしっかりと役割を果たしている。各地の歯科医師とは電話やメールでしっ
かりコミュニケーションをとっている。

に高めていった。その結果、今で

は約 名のスタッフを有する歯科

技工所として存在感を高めるまで
に至っている。

歯科技工士ひとり一人が
製作者であり営業マン。
口コミで広がる取引先。

『ゆうデンタル』の強みは、歯

科技工所としての儲けを追求して

いない点である。それは技工物を

発注する側の利点にも繋がるのだ

が、歯科医師が経営しているため、

歯科技工士が確かな仕事を続けて

いける環境が維持されていれば、

残りは歯科医療現場を通して患者

さんに還元したいというのが、代

表を務める河上雄之介さん、千咲

さん（河上歯科医院・院長・副院

しいか、安心して患者さんにおす

ら、どのぐらいの価格だったら嬉

「自分たちが発注する側だった

に携わっているのは、歯科医師や

給体制を完備。しかもそこで仕事

ＤＷＸ‐ を導入し、安定した供

テムを採用しているローランドの

長）夫妻の考えなのだ。

すめできるか、ということが常に

歯科衛生士と共に勉強会や講習会

大切さを深く理解している歯科技

に積極的に参加し、チーム医療の

年前にはサポート体制にも満足で

同社に対する信頼は厚い。

常にアンテナを張り検証を続ける

今後の歯科技工はどうあるべきか、

激動する歯科医療現場において、

工士たちばかりである。

既に導入していたスキャナーを

る環境を整えていきたいです」

いう点でも安心して利用いただけ

きなかった経験があるので、そう

Ｄ／ＣＡＭシステムを導入した

頭の片隅にあります。我々がＣＡ

ローランドＤＷＸ-50は、２台導入している。
１号機はジルコニア専用、２号機はＣＡＤ／
ＣＡＭ冠専用として稼働している。

50

■有限会社ゆうデンタル

う。設立は１９９３年。歯科医院

歯科医師として、求めていきたい歯科技工の在り様をカタチにしている河上雄之
介さん、河上千咲さん夫妻。常に時代の半歩先を行き歯科技工現場にも惜しみな
い投資を行ってきた。

20

活用するために、オープンなシス

15

20

全国の歯科医療現場で求められている
品質と価格のバランスをシビアに追求。

CAD/CAMシステムで変わる歯科医療

Dentalism
News &
歯科医師国家試験の合格率が過去最低に。Topics

このままでは5割を切ることも!?
■第107回歯科医師国家試験

合格者状況

■歯科医師国家試験
100

（単位：人、％）

新卒 既卒
合格率
合格率 合格率

北海道大学

85.0

東北大学

87.8

東京医科歯科大学 78.3
新潟大学

89.2

岡山大学

92.9

大阪大学

88.9

広島大学

84.5

徳島大学

66.7

九州大学

90.4

長崎大学

79.2

鹿児島大学
国立

90.0

計

85.3

九州歯科大学
公立

82.7

計

82.7

北海道医療大学 77.0
岩手医科大学

66.7

明海大学

84.1

奥羽大学

33.0

日本大学松戸

72.3

東京歯科大学

95.1

日本歯科大学

67.8

日本大学

62.2

昭和大学

78.3

神奈川歯科大学 62.0

25.0

27.3

14.3

28.6

54.5

55.6

33.3

58.3

62.5

45.5
41.0

26.7
26.7

37.5

26.7

25.8

40.4

54.1

80.0

67.7

26.2

65.2

35.0

52.0

82.0

80.6

47.9

78.2

大阪歯科大学

75.5

福岡歯科大学

56.5

計

認定及び予備試験

94.5

45.3

65.1
40.0

107回
106回

104回

33.3

103回

47.5

48.4

43.9

39.7

39.9

15年

20年

26年

新卒合格率と競争倍率

国公立

私立

73.3％ 85.1％ 68.5％
（2.56） （3.61） （2.34）

●入試競争倍率（全体） 4.0

90

80.4％ 89.5％ 76.8％
（3.28） （4.30） （3.04）

85
3.0

81.4％ 89.0％ 78.4％
（3.52） （4.52） （3.28）

80

81.8％ 89.4％ 78.2％
（3.90） （5.13） （3.60）

■国試合格率（全体）

2.0

75

81.6％ 91.5％ 77.6％
（3.95） （5.26） （3.63）

103回

1

第１０７回歯科医師国家試験

61

の合格者数が、試験が年 回に

5

107回

変更された昭和 年以降では過

28

去最低となった。歯科医師国家

106回

前から顕著に表れており、その

105回

師会は、平成 年には 割を切

らに、
「国家試験浪人と大学を

卒業できなかった学生数を加え

ると、危機的な数字だ」と指摘。

歯科大学や歯学部、関係省庁に、

基礎学力のある入学者の確保を

念頭においた入試を心掛けるこ

と、歯科学生の教育システムの

見直し、選抜目的ではなく歯科

医師の質の確保を目的とした合

格基準を設定すべきことなどを

要望した。

今後、団塊世代の歯科医師の

大量リタイアが予想される中、

歯科医師国家試験の合格者率が

下がり続けるのであれば、歯科

医師の総数は確実に減少に転ず

る。その反面、超高齢社会であ

る日本では、歯科の需要が伸び

104回

試験の合格率の低下傾向は数年

※カッコ内は国試受験6年前の入試競争倍率

厳しさは増すばかりだ。日本医

63.0

46.1

る可能性があるとしている。さ

40.0

50.0

10年

（単位：人、％）

58.6

73.3

0.0

46.5

37.3

5年

全体

105回

33.3

46.2

21.0

63.3

50.0

71.0 71.1 71.2

63.3

● 総数
■ 新卒
◆ 既卒
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59.3

69.5

59.1

40.7

■歯科医師国家試験

55.4

67.5

56.6

49.4

23.6

80.4

76.1

50.9

平成元年

67.8

0.0

ることが考えられる。歯学部へ

計

の入学数の激減、歯科医師国家

は大きな懸念材料となるだろう。

総

試験の合格率の低下に伴い、実

計

働歯科医師が不足していくこと

その他

68.5

27.1

66.6

63.8 64.2

20

65.4

81.6 81.8 81.4

74.2
68.9

52.9

30

68.9

80.9
78.3

73.3

59.8

30.0

69.3

朝日大学

65.0
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80.8
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75.2
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47.6

75.2
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83.3
77.7
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愛知学院大学

70.8
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88.0

91.4

87.9 88.0
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55.6

82.0

88.6

69.7

84.4
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20.0

88.6
90.0

96.3

93.6
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86.6

45.2
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77.3

88.6 87.7

93.5

83.5

80 82.0

70.4

91.4 91.1

90.6 86.8 90.5

84.8

78.9

日本歯科大学新潟 65.3
松本歯科大学

92.9
87.7

76.4

93.2

92.7

倍率

58.2

33.3

90

94.8

合格率（％）

鶴見大学

私立

（％）

平成元年からの合格率の推移
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補綴治療による咬合様式の変化で
味覚異常を起こす可能性大。

補綴治療により歯の機能を回
くような補綴物の設計が必要と

の丸茂義二氏は指摘している。

こすと、日本歯科大学名誉教授

題が起こると味覚障害を引き起

し、不適合補綴により咬合に問

ることは非常に難しいが、咬合

によって個人差があり、比較す

とが多いとのこと。味覚は歯列

せた補綴治療が行われているこ

ると現状では咬合様式を逆行さ

なるのだ。しかし、丸茂氏によ

丸茂氏が歯科医３００人を対
によって味覚に異常が起きると

復しようとする人は多い。しか

象に行った実験によると、天然
いう事実は見逃せない。

正常者の
加齢変化

歯列に異なる咬合の装置を入れ
て、同一の料理や飲料を試食し
た場合、咬合の種類によって大
きな違いが発生したという。こ
の原因について丸茂氏は、咬合

日本歯科大学

点接触

様式の時系列的な変化と不適合
な補綴の関係をあげている。本
来、人は年齢を重ねると、咬合
様式が犬歯誘導からグループフ
ァンクション、片側性平衡咬合、
両側性平衡咬合へと移行するの

正常者の
加齢変化

丸茂義二 名誉教授
まる も よし つぐ

月 日、京都で開催された
4

くなってしまいます。それはあ

ディアナ大学歯学部歯周病学イ

」に て、
『 黒木歯
CONGRESS
科医院』の黒木克哉院長（イン

方法を模索し、今回の「 KESS

歯を削らずにむし歯を治療する

そんな中、黒木院長は長年、

まりにももったいないことで

ンプラント科客員講師）が、歯

す」と残念がる。

を削らない新たなむし歯治療法

現在、むし歯の診断は目視か

ミュータンス菌が作り出す

３段階で成り立っている。まず、

レントゲンで行うことが一般的

できない場合は経過観察という

る。これにより、今まで発見で

を利用したカメラを使
DIFOTI
用し、むし歯の進行度合を調べ

初期むし歯は発見できず、断定

措置がとられているのがほとん

きなかった隠れむし歯を見つけ

やむを得ず歯を削る場合も、

ることが可能だという。

進行するまでは治療することが

この原理を利用することで、む

ど。そのため、初期のむし歯が

できず、むし歯を切削器具で治

し歯の部分だけを除去出来るた

ん削っていくと

いため、どんど

うと元に戻らな

歯は削ってしま

はありません。

然治癒すること

ってしまうと自

したむし歯にな

「 ある程度進行

」が普及すれば、新たなむ
RS
し歯の予防、治療法が確立され

維 持 出 来 る そ う。
「 KESSLE

口腔内のみならず全身の健康も

オゾンガスによる除菌により、

場合もあるとのことだ。さらに、

なかったり、切削量を減らせる

を殺菌するため、全く歯を削ら

ンガスを使ってミュータンス菌

削り残すこともない。またオゾ

め、必要以上に削ることもなく、

将来的には抜歯

るかもしれない。

黒木院長は、

療することが常識となっている。

放置され、目視できる程度まで

である。しかし、この方法では

という化学物質を測
Porphyrin
定する「むし歯スキャナー」と

」の 有 効 性 に つ
「 KESSLERS
いて発表した。

」に至ったという。この
LERS
治療法は、診断、治療、予防の

「 The 2nd ASIAN CLINICAL

4

目視できない初期むし歯を発見することができる。

が自然な流れとのこと。そこで、
その時点での咬合様式から逆行
するような補綴治療を行うと、
違和感につながるのだという。
さらに、大臼歯でしっかりと
噛めなくなることで味覚異常も
発生する。舌の味蕾が表面では
なく、側面や奥部についている
ため、咀嚼によってヒダの深部
まで食べ物の味を伝わらせなけ
れば、本来の味を感じない。そ

する可能性が高

17

のため、患者の咬合様式に合わ
せ、口腔内で食べ物と舌が近づ

■咬合形式の変化につれて変わるもの

歯を削らずに治療ができる
むし歯治療法「KESSLERS」とは!?

歯髄細胞を用いた歯槽骨再生に成功。
抜いた歯は捨てない時代になるか!?

昨年 月の国会において、次
が国立岐阜大学などと産学連携

「再生医療関連新法」
が成立した。

医療の早期実用化を目的とした

の永久歯や乳歯などの抜去歯か

棄処理されてきた親しらずなど

胞は、年間１０００本以上も廃

いる。歯の中に含まれる歯髄細

で２００９年よりスタートして

それにより、大手製薬企業など

ら採取可能。繁殖能力が非常に

世代医療として期待される再生

による再生医療ビジネスへの参

材料として注目を集めている。

入、医療施設での再生医療の導

このように再生医療普及に対
欧米やアジア諸国でも歯髄細胞

高いことから、再生医療の治療

する気運が高まる中、
『シバタ
バンクが始動しており、抜いた

入が増加傾向にある。

再生医療センター』
（愛知県岡

歯科医療機関では、院内感染

を防ぐため、患者の唾液や血液

る」が ％、
「交換していない」

が ％。適切に交換していない

でも、防護用の眼鏡やマスク、

さらに、その他のアンケート

歯科医院が７割近くにのぼる結

針でも、使用後は高温で滅菌し

グローブの着用も徹底されてい

に触れる器具の滅菌処理は不可

た機器と交換するようにという

果となった。

ことが示されている。しかし、

ない歯科医院が多いという結果

欠だ。日本歯科医学会監修の指

平成 年度に行われた国立感染

症研究所などの調査により、ハ

るばかりだ。

となり、院内感染の懸念が高ま

が 歳以上」
、
「１日の患者数が

が低いのは、
「歯科医師の年齢

特に、院内感染対策の導入率

ンドピースを患者ごとに交換し

ている歯科医療機関が３割近く

調査は歯科医療機関３１５２

しかないことが判明した。

平成24年

歯を捨てない時代になってきた。

10

崎市）が、
『再生医療推進機構』

人以下」
、
「口腔外科を標榜し

ていない」歯科医院だった。

を導入しなければならないし、

20

（東京都中央区）の協力を得て、

施設に対して実施。２０１４年

１月までに全体の ％となる８

それだけの滅菌を行うには、ロ

滅菌作業には高額な滅菌装置

内容は「必ず滅菌したハンドピ

30

るべきではなかろうか。

とともに、政府も改善策を講じ

が感染予防策への理解を高める

ることは許されない。歯科医師

しかし、患者の安全が侵され

少ないという事情もある。

ける医科の加算と比べて大幅に

れているが、金額は入院時にお

れば、診療報酬の加算が認めら

器を滅菌して患者ごとに交換す

ことは明らか。外来において機

ればならず、経済的にも大変な

数の治療機器を揃えておかなけ

ースに交換している」という回

14

40

歯槽骨が委縮しているためイン

35

ーテーションして使えるだけの

50

プラントの埋め込みが困難な２

17

50

35

答が ％、
「ときどき交換して

９１施設から回答を得ている。

28

いる」が ％、
「感染症にかか

60

名の患者に対し、国内初となる

■歯槽骨
（上顎骨）再生評価（CT画像）

25

34

っている患者の場合は交換す

70

歯髄細胞を用いた歯槽骨の再生

80

に挑戦し、治療に成功した。

90

骨髄細胞を利用した歯槽骨の

ー患者ごとハンドピースを交換しますか？ー

再生はすでに実用化されている

■平
 成24年度 歯科医療機関における

院内感染対策アンケート調査

ものの、骨髄を歯科施設で採取
することは困難であることに加
え、患者の身体的負担も少なく
ない。しかし今回は、
『 再生医
療推進機構』が運営する「歯髄
細胞バンク」で保管されていた
細胞を使用。患者に身体的負担
をかけずに治療ができるように
なった。
「歯髄細胞バンク」は、将来
の備えとして有料で自身の歯髄
細胞を預かるシステム。同機構

■ 時々交換
■ 必ず交換

■ 交換していない
■ 感染症患者の時

平成22年

平成20年

平成18年

0

インプラント術後5ヶ月
細胞移植後3ヶ月
細胞移植前

ハンドピースの使い回しが約7割。
歯科医療機関の院内感染への懸念高まる。
（％）
100

11

18
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失った歯の数が多いと
消化器系がんで死亡する確率が高まる!?

九州歯科大学の調査によ
ると、失った歯の数が多い
ほど、胃がんや大腸がんな
ど消化器系のがんで死亡す
る確率が高まる可能性があ
るという。同大は、福岡県
北部に在住、大正 年生ま
れの男女約８２４人を 年
以上にわたって追跡調査。
追跡できた６９７人のうち
４１４人が亡くなっており、
そのうち 人の死因ががん
だったという。がんの内訳
は、肺がんが 人、肝臓が
んが 人、胃がんが 人、大腸
がんが 人、膵臓がんが 人な
どだった。

〜４本の人に比べ２．２倍、同
じく 本以上の人は３．２倍と、
残っている歯の数が少なくなる

は、歯が全て揃っている人に比

歯や歯周病で歯を１本失った人

交絡因子で調整した結果、むし

照合。飲酒や喫煙の有無などの

うち、何本歯を失っていたかを

行った同大の安細教授は、
「歯

う。この結果について、調査を

った人には見られなかったとい

で、脳卒中や心臓疾患で亡くな

係は、がんで亡くなった人だけ

こうした歯の喪失との因果関

ほど、
リスクが高い傾向にあった。

べ、胃がんや大腸がんなどの消

を失ってしまうと、入れ歯やイ

亡くなった方が永久歯 本の

化器系のがんで死亡する確率が

臓器に負担がかかることが一因

ンプラントなどの補綴治療をし

安細敏弘 教授

ても咬合力が落ち、消化器系の

あんさいとしひろ

６％も高いと判明した。さらに、

九州歯科大学

2011年 月、東北･関東

者を出した。この地で歯科医院

鵜住居地区でも６００人の犠牲

た東日本大震災。岩手県釜石市

地方に未曾有の被害をもたらし

繋げられなかった。しかし『さ

テの流出でなかなか身元判明に

に当たったが、津波によるカル

多くの歯科医師が身元確認作業

れてきた。東日本大震災後にも

機墜落事故をきっかけに重視さ

を営む佐々木夫妻の取り組みが

張ったことで、中身の流出が防

さき医院』では、妻の孝子さん

げたのだ。残された約４７００

人々を復興へと立ち上がらせた

震災直後、壊滅状態となった

が津波から逃げる際に、カルテ

釜石市。佐々木夫妻はこの地に

枚のカルテを洗い、身元がわか

ドキュメンタリーが書籍となり、

とどまり、半壊した医院を再建

らない遺体の歯科所見と照合。

が入った棚の扉にガムテープを

しながら被災者の治療を行って

これまでに患者だけでも、 人

話題となっている。

いた。夫妻がこの地にとどまっ

つ。遺体の歯とカルテを照合し、

た理由は被災者の治療ともう一

つかっていない人たちはどれだ

「３年も経って家族がまだ見

以上を遺族のもとに帰してきた。

胸に、辛い作業を続ける佐々木

家族のもとに帰したいという強

歯科所見の照合による身元確

さん。一人の歯科医師の信念と

け辛いだろう」
。そんな想いを

認は、遺体の損傷が激しい場合

行動が鵜住居地区に与えた影響

いてみてはいかがだろうか。

むにも最適だ。待合室に一冊置

して発売されており、親子で読

は大きい。この書籍は児童書と

でも有効で、１９８５年の日航

い想いがあったからだ。

50

『泥だらけのカルテ』 著者／柳原三佳
出版社／講談社 定価／1,200円
（税別）

6

12

16

失った歯が５〜９本の人は、０

では」と分析。歯を失うことは、
健康を失うことにつながる。そ

19

れだけ、口腔内の健康が大切だ
ということだろう。

津波直後の
『ささき歯
科医院』の様子。壊
滅的な被害を被った。

71

3

今も身元のわ
からない遺骨
に手を合わせ
る『ささき歯
科医院 』の
佐々木憲一郎
歯科医師。

28

10

10

4

13

6

一刻も早く遺体を家族のもとに帰したい。
歯科医師の信念が被災地を元気づける。

CAD/CAM歯科臨床に
おける審美性の改善
―
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革新的かつ魅力に富んだ技術とい

は、この問題を解決するきわめて

ックシェル・テクニック（AST）

あるが、ここに紹介するアナトミ

と形態を予測する上でやや難点が

CAM技術は最終修復物の審美性

も 難 し い と い わ れ る。CAD／

かに自然な質感を持たせるかが最

審美歯科では、最終修復物にい

復物を製作できる可能性がある。

の手を借りずに審美性の優れた修

ことができれば、熟練した技工士

ミリングマシンでそれを再現する

天然隣在歯の表面性状を模倣し、

た歯科技術が必要となる。しかし、

を製作するためには、
通常、
熟練し

歯と見分けがつかない前歯修復物

層違和感が大きい。隣在する天然

るいは際立っている場合には、一

れた表面性状や光沢のニュアンス

本稿の目標は、天然歯で観察さ

えそうだ。
■はじめに

CAD／CAM修復物の最終的

M修復物に再現しようという新し

を、ASTを用いてCAD／CA

い臨床的アプローチについて記述

な審美性における予知性の欠如は、

歯科医の主要な懸念事項の一つと

することにある。

■症例

なっている。この問題は特に、複

数ユニットによる再建が必要な複

雑症例で顕著だが、残念ながら関

患者： 歳 男性

ル・コンポジットレジンで作った

ニアとして光重合型のフロアブ

を製作する前に、テンポラリーベ

CAD／CAMによる最終修復物

審美と咬合の改善のための歯科治

き合いや笑顔に影響を与えるので、

患者は、自らの外見が人との付

切歯の変色を治したい
（図１a ｄ）

主訴：抗菌薬による上顎左側中

連 文 献 は 限 ら れ て い る。 本 稿 は

シェルを使用し、事前の患者によ

療に関心があると述べている。

一見して違和感を生じさせる。特

性状や光沢を持たない修復物は、

前歯部で、隣在歯と同様の表面

ュア・レジンセメント（マルチリ

たので、歯内療法後にデュアルキ

患者が歯内療法の再治療を了承し

態も損耗していることが分かった。

内療法により黒く変色し、歯冠形

診査を行ったところ、歯根が歯

-

に周囲の歯の表面性状が複雑、あ

たものである。

び形態の予測を行う技術を解説し

る確認と最終修復物の審美性およ
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た 歯 の 形 状 を 選 択 し た。 ま た、

；
コンセプトによる治療計画を立て

のデータベ
Digital Smile Design
ースから理想的な歯の形状とサイ

が見られた。
この時点で、ポーセレンベニア
た。その新しいコンセプトとは、

ンクオートミックス
を用いて患者の審美目標を達成す

ズを決めた後、事前に測定した患

図１a-d 初診時正面観
（a、b）上顎左側中切歯には不十分な修復物、両側中切歯には変色が認められる。
（c、d）左側中切歯のテ
ンポラリーレストレーション前後の正面像。コンポジットレジン・シェル装着後のより適切な審美性評価の
ために、より明るいシェードのテンポラリークラウンが製作された。右側中切歯の歯質は黒く変色している。

Ivoclar

）でファイバーポスト
Vivadent
を合着し、テンポラリーレストレ
最終修復物の審美性を予測し、生
に、前準備としてコンポジットレ

状、サイズ、表面性状のサンプル

ることが決定された。そこで、迅

ジンのテンポラリーベニア（コン

を含む男性と女性の理想的で自然

ーションを装着した。なお、上顎

ポジットレジン・シェル）を使用

な前歯のレプリカが選択された。

き生きとした質感を持たせるため

するというものである。

シリコーンインデックス（バーチ

次に、患者に最も適合した Hajto
モデルの前歯の唇側面に合わせて
マルチブロック

エ

■材料

最終補綴物用として
ンプレス

（リューサイト強化型ガラス
セラミックブロック

；

）が 制 作
ャル
Ivoclar
Vivadent
された（図
・ ）
。
；

）
シェードを選択
Vivadent
した。治療計画および臨床手技中

わめて薄いコンポジットレジン・

モデルの歯の形状を複製したき

■コンポジットレジン・シェル

に印象や診断模型は使用しなかっ

シェルを作るために、シリコーン

（ テ ト リ ッ ク・ エ ボ フ ロ ー

インデックスに慎重に光重合型の

た。審美治療計画は全て画像（写

Ivo

；

・

） を 注 入 し た。 完
clar Vivadent
全に重合したら、コンポジットレ
；

■ASTについて

う に 位 置 の 調 整 を 行 っ た（ 図

に置き、最適な適合が得られるよ

ジン・シェルを患者の歯面に慎重
のプロト
Digital Smile Design
コールを用いて患者の審美ニーズ

シェルの最適な解剖学的位置が
ピューター上の自然なスマイルラ

得られたら、シェルを研磨して酸

）
。
を確認するとともに、患者はコン

）
によって作成された。
Sirona

ソフトウエア

／ブルーカ

フロアブル・コンポジットレジン
ム、

ー（

モデル、
真を含む）
、既製の Hajto
デンタル・デジタル・テクノロジ

Ivoclar

b

エッチングはせずにフロアブル・

図2b

図2a

2
a

I
P
S
4

図2b 偏光下のコンポジットレジン・シェルの画像。偏光下で写真
撮影するとコンポジットレジン・シェルのオパール効果が認められる。

図2a 前歯の表面性状を示すHajtoモデルの画像。

速に審美的な改善を図るために、

図１d

右側中切歯にはアブフラクション

図１c

モ
者の歯の寸法に合わせて Hajto
デル、すなわちさまざまな歯の形

図１b

C
A
D

イブラリーから、自分に最も適し
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図3b

図3c

図3d

図3e

図3f

コンポジットレジンで合着した
。
（図3d f）

4

ス を 容 易 に す る た め に、

オ プ テ ィ ス プ レ ー（ Sirona
図 ）を用いて、コンポジットレ

C
E
R

デジタル画像の読み取りプロセ

■デジタル・イメージング

審美デザインに同意した（図 ）
。

のステップが完了した後、患者は

整を行った。審美的な修正と研磨

像分析に基づいて歯間空隙の微調

ル写真撮影を行った。デジタル画

面の調和を分析するためにデジタ

-

、歯と顔
評価を行い（図3d f）

歯科医師が患者と一緒に審美性の

シェルを患者が装着した状態で、

研磨したコンポジットレジン・

-

ジン・シェルで修復をした歯を口
腔内でコーティングした。次に口
ブ

の後、コンポジットレジン・シェル

を歯質削合量を決めるための基準

支台歯形成後、デジタル印象を

ル ー カ ム ）を 使 っ て テ ン ポ ラ リ
デジタルモデルを

採得した
（CERECブルーカム）
。

に役に立つのはもとより、支台歯

物の形状と最終的な審美性の予測

ン・シェルはミリングによる修復

時の画像と統合し一致させた（図

コンポジットレジン・シェル装着

るために撮影したアナトミック・

適切な形状の最終ベニアを製作す

形成後に得られたデジタル画像を、

形成における削合量を決めるため

この工程で、コンポジットレジ

制作した。

マウスの

として使用し、支台歯を形成した。

腔 内 ス キ ャ ナ ー（

図4

ー・シェルを装着した状態のフル

C
E
R
E
C

。そしてCERECソフ
6a e）

図4 コンポジットレジン・シェル仮着時の写真。上顎右側中切歯のシェードが隣在歯と
異なっているのは、変色した歯質がコンポジットベニアから透けて見えているため。

・

図5

の 入 っ たCER

図5 患者の口腔内で、研磨したアナトミック・コンポジットレジン・シェルを適合させ
た歯をCERECオプティスプレーパウダーでコーティングした。

のダイアモンドペ

） を 用 い、 メ
（ Ivoclar Vivadent
ーカーの指示に従い接着した（図

クベニア／ミディアムバリュー

ーストで研磨してからバイオリン

適し、 ・

の目視検査を行った。ベニアを試

トからベニアを取り出し、傷など

ミリングの後、ミリングユニッ

ングを開始した。

EC Ⅲミリングユニットでミリ

トウエア

0

6
μm

3
D

4

0

E
C

5

のガイドにもなる。スキャニング

-

図3a

図3a-f （a）アナトミック・コンポジットレジン・シェルの研磨、
（b）研磨後、
（c）エッチングをせずにフロア
ブル・コンポジットレジンのみで仮着。表面性状は（図2a・b）で示したHajtoモデルの表面性状を模倣している。
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ス・ ユ ニ バ ー サ ル ス テ イ ン

数週間にわたってテンポラリーが

来は修復物が出来上がるまでの間、

ウンなど大型の補綴物の場合、従

従来の歯科臨床とは異なる。クラ

同日に合着または接着される点で

復のコンセプトは、修復物が通常

シ ェ ル（ 図3d f） に 比 べ て

かに厚く、コンポジットレジン・

難しさがある。最終修復物がわず

従来の臨床手技とは異なる独特の

い。そのため、審美治療において

果を予測しておかなければならな

着されるので、あらかじめ最終結

ASTによる臨床手順は、審美治

いくものであった。本稿に示した

使った最終補綴物の結果は満足の

る。とはいえ、単色のブロックを

フトウエアの限界によるものであ

ていないので、これらの違いはソ

。変色した歯質を隠すた
-）
エンプレ
め に ス テ イ ン（

）をベニアの合
Ivoclar Vivadent
着前に内部に塗布した。

装 着 さ れ る の が 通 例 で あ る。

図6b

■結論

チェアサイドCAD／CAM修

図6a

アナトミックシェル・テクニック

―

7
a
c

I
P
S

；
CAD／CAM修復物は即日に接

図6c

図6d
図6a-e 支台歯形成後、デジタル印象を採得。この
画像は左側側切歯の手順を示している（a）
。 形成
後のデジタル画像は、アナトミック・コンポジットレ
ジン・シェル装着時のデジタル画像と統合され（b）
、
最終ベニアの適切な形状（c、d）が作られる（e）
。

本稿で提示した症例がそれらの限

っていることから分かるように、

本の中切歯の切端がより直線にな

D／CAM技術はきわめて魅力的

と 限 界 を 理 解 し て い れ ば、CA

マテリアルと使用する機械の能力

めて簡便かつ革新的な方法であり、

-

2
療の最終結果を予測する上できわ

界 の い く つ か を 示 し て い る（ 図

なコンセプトであることが示唆さ
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図7c

。
7a c）

図７a-c （a）口腔内装着時
の写真。
（b、c）最終的な表
面性状はミリングマシンによ
って製作された。単色のセラ
ミックブロックを使用したに
もかかわらず審美的な結果は
満足のいくものであった。表
面性状は本症例で選択した
（図2a）Hajtoモデルの頬側
面と合致している。

-

れた。

図7a

図7b

ミリングが完了した後は、解剖

学的あるいは形態的な変更は行っ

図6e
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み

んと、奥様で副院長のゆう子さん

みや歯科医院の院長・古宮秀記さ

こと。今回は、東京都葛飾区のこ

ながら熱く歯科談義を繰り広げる

の伝多朗。趣味は酒を酌み交わし

めて街から村へ走り続ける味覚人

「歯科」と「食」の未来を見つ

っと入れるようなお店が大好きな

ター越しに見えて、一人でもぷら

はお料理を作っている姿がカウン

古宮ゆう子（以下 ゆう子） 私

みにしていたんですよ。

かなかなくて。今日は本当に楽し

飲みながら串焼きっていうのがな

す家』といった老舗がありますが、

は る

東京・中野
『 味治 』 にて

今号より内容刷新！ 毎号、
いろんな歯医者さんに登場いただき、食事を楽しみながら「歯」や「食」について語り合う新連載のスタートです。

命をいただく食の原点

をお誘いして、鰻の串焼きで知ら

んです。
『 味治 』さんは、まさに

撮影／中島繁樹

れる中野の『味治』で「歯談・食

そんな店なので嬉しくて。でも実

聞き手 伝多朗（デンタロー）

談」を楽しみました。

『川二郎』の２代目で、
『美味しん

伝多朗 ご主人の鈴木正治さんは

ていた坂川に、台風とかになると

秀記 僕は松戸の自宅の横を流れ

かった時期があるんですよ。

は私たち二人とも鰻が食べられな

ぼ』の 巻にも登場した方です。

らっしゃる。僕は 年来のお付き

二郎』は今はお嬢さんに任せてい

『味治』
を５年ほど前に開いて、『川

飼っていたもんだから、可愛くて

それを捕まえて高校生まで水槽で

めそっこが上がってくるんですが、

80

柴又にも『川甚』
『川千家』
『ゑび

古宮秀記（以下 秀記） 地元の

点を教えていただきました。

合いですが、親父さんには食の原

卓に上がるのが普通だったんです

で、山や海で獲ってきたものが食

ゆう子 うちは父親の趣味が狩猟

食べられなかった（笑）

20

副院長 古宮ゆう子

鰻と向き合い45年。店主の
鈴木正治さんは絶妙なリズム
でタレを切り、真剣な眼差し
で鰻の焼け具合を確かめる。

歯談・食談
こみや歯科医院 院長 古宮秀記

うな丼に使われているのは、うな重よりは少し大ぶり
の鰻。１匹の半分を使ったうな丼は1700円（お吸
物・お新香付）

東京都中野区中野5-57-10
03-6677-19909
休／日曜日
営／12:00～14:00、
17:00～21:00

味治
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味津々です。

大好きで、海釣りも趣味なんで興

すよね。僕は自然と触れ合うのが

ていないことが多い生き物なんで

態や産卵についてはまだ解明され

秀記 鰻というのは謎が多くて生

べさせてくれる。感動しますよ！

んな調理法で、すべて美味しく食

佃煮など、身も骨も内臓も、いろ

いった串焼き、燻製やカルシウム、

焼や、きも焼、えり焼、八幡焼と

蒲焼きや白焼きはもちろん、短冊

以外、すべて味わえるんですよ。

伝多朗 『味治』では、鰻は目玉

が食べられるようになって。

に、以前は食べられなかったもの

いものや新鮮なものに触れるうち

子育てが落ち着いて、外で美味し

れなくなっちゃったんです。でも

のを見せられて、一時期、食べら

も心臓だけになっても動いている

捌いていたときに、頭を落として

が、ある日、江戸川でとった鰻を

たいですね。

たことを、なんとかつないでいき

代にも、私たちが感じて培ってき

とを実体験として知らない次の世

師になる人、治療に苦痛が伴うこ

れた痛みや恐怖を知らずに歯科医

ばしいことなんですが、歯を削ら

なり減っていて、それはとても喜

いると、齲蝕を持っている子もか

ゆう子 都内の子どもたちを見て

ことが大事だと思っています。

ら誰にでも何でも一通り説明する

ないことが多いわけですよ。だか

は何も教えられていないし、知ら

あるけれど、世の中の普通の人々

らね。デンタルＩＱなんて言葉が

大学へ行って初めて知りましたか

秀記 歯ブラシのやり方なんて、

れたんですよね。

ツと予防歯科に取り組まれて来ら

屋さん。でも開業当初からコツコ

で、ゆう子さんのご実家は不動産

ですよね。院長のご実家は町工場

ゆう子 私も釣りは子どもの頃か

って、私も投網が打てた（笑）

覚えたし、子ども用の投網まであ

が休みということもあってか、『味

している古宮夫妻は、翌日は診療

焼酎を生で３杯も空けてケロッと

き

まだまだ尽きぬ「歯談・食談」
。

伝多朗 さすが下町っ子ですね。

治』を出た後、伝多朗とともに夜

ら。泳ぎは江戸川に放り込まれて

お二人は日大歯学部の同級生で葛

の中野の街へと消えていったので
ありました。

飾区の金町駅に開業して 年です
が、ご実家は歯科医院ではないん

27

25

こみや歯科医院
院長 古宮秀記先生
ウイットに富んだ会話で場
を和ませる古宮秀記先生。
鰻の串焼きには、短冊焼（身の蒲焼）
、きも焼（内臓）
、
エリ焼（頭の下の部分）
、八幡焼（ごぼうを身で巻いた
もの）など様々なものがある。ほかにも、カルシウムと呼
ばれる骨せんべいや、頭の骨の部分の佃煮、燻製や白
焼など、鰻の目玉以外はすべて味わい尽くすことができる。

こみや歯科医院
副院長 古宮ゆう子先生
何杯飲んでも顔に出ない
ので大将にも驚かれたゆ
う子先生。

因 不 明 とい わ

た。
「 難 治、原

突 き とめ ま し

に あ るこ と を

性病巣感染」

医科歯科連携で「病巣感染」に挑む
チンチン電車が走る東京・荒川区、
都電の線路沿いに今年開業 年目を迎
）以

える相田歯科クリニックがあります。
ユニット３台、相田能輝院長（
下５人のスタッフで一日約 人の来院

から全身の健康を視野に、できる限り

普通の歯科医院でしたが、現在は口腔

盛医院の秘密は診療理念。以前はごく

「専門は歯ではなくあなたです」
。繁

が刺さり医科と歯科の連携が不可欠で

感染』がある」
。相田氏の胸にこの言葉

に口腔の『病巣

な原因のひとつ

いが、その主要

菊池恩恵

侵襲の少ない治療、予防と口腔機能を

あることを確信しました。彼は「歯科

れる病 気は多

高める診療に方向転換しました。医院

医師としての存在意義がここにある、

者を迎えています。

の最大の特徴が「口は命の入り口」と

と志が動きました」と語ります。
実際、発熱やアトピーで入退院を繰

捉えて口からの感染症を予防し口呼吸
から鼻呼吸への転換を強力に推進して

り返していた医院のスタッフに「あい

前の医科歯科連携の講演会。１人めの

巣を取り除く「医科歯科連携診療」の

携して、歯と口腔から病巣感染の原病

彼は現在、日本医大の腎臓内科と連

ングバー』の紹介をしております。 バックナ

■ 編集後記

歯 科 業 界 のコ ミュニケ ー ションマガ ジ ン

ンバーまたは、 ウェブサイトのデジタルブック

住所を登録し情報更新いたしました。

ご連 絡 をありがと うございました。 新しい

岐阜県 Ｋ歯科様

録をお願いします」

いているのかもしれません。 新しい住 所の登

科 医 院を移 転したのですが、 元の住 所に届

「『デンタリズム』が届かなくなりました。 歯

でご確認下さい。

（デンタリズム）』
は、第 号も、
Dentalism
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。

を届けていただくためには、どのような手続

「 新たに開業したのですが、
『デンタリズム』

広島県 Ｋ歯科様

きをとればよろしいですか」
京都府 Ｏ歯科様

新規開業された場合は、
『 デンタリズム』 編

集部に（お電話またはメールにて）ご連絡を

紹介して欲しい素敵な女医さんがいます。 取

「 輝 く 女 性に逢いに行 くのコーナーで、ぜひ

材してください」

いただき、 歯科医院名、 住所、 電話番号を

東京都 Ｍ歯科様

お知らせください。 配 送 先として登 録いた

します。 なお、Ｃｉメディカル様とお取引の

茨城県 Ｔ歯科様

なお『 デンタリズム』では、 取 材 依 頼や告

後の取材に繋げて参りたいと思います。

編 集 部 内でも 十 分に検 討させていただき今

情報提供をありがとうございました。毎号、

ある歯科医院様であれば、 漏れなくお届け
どうかも併せて確認いたします。

しておりますので、そちらにご登録があるか

「 勤 務 医をしていて働いている歯 科 医 院には

先 生が出ている号 を、どうしても 個 人 的に

『デンタリズム』は届いているのですが、月星

知 協 力 を 得たいという ご相 談につきまして

も、 随 時 受け付けております。 お電 話また

欲しいのですが、有料でもいいので送っていた

『 デンタリズム』は、 全国の開業歯科医院を

だきました。本当にありがとうございました。

電話やメールなどで、
お問合せやご要望をいた

絡 くださいませ。 今 号 も 多 くの皆 様よりお

はホームページの問い合わせフォームよりご連

網羅するだけの部数は印刷しておりますが、

沖縄県 Ｔ歯科様

だけませんか」

各歯科医院に１冊分ずつしか用意がございま

せん。 余 分 な 在 庫 も ないためお送りするこ

〒 104-0045
東京都中央区築地 4-1-12 ビュロー銀座

いることです。

演者が「口から始まる上流医療」を唱

最前線に立っています。さらに、口腔

発行所／株式会社 金沢倶楽部

うべ体操」をしてもらうとあっという

え「あいうべ体操」を考案した福岡の

ケアで発熱や肺炎を激減させた歯科の

編集人／丹羽麻理

とはできません。 ウェブサイト上のデジタル

発行人／寺西秀樹

相田氏には人生の転機となる二人の

今井一彰氏でした。長い間リウマチで

先駆者米山武義氏が会長を務めるＰＯ

認と保存をお願いします。

ブックをプリントアウトするなどして、ご確

http://www.dentalism.jp

間に治ってしまいました。

苦しんでいた女性が１本の感染失活歯

ＩＣ（専門的口腔感染症予防）研究会

［デンタリズム］

内科医との出会いがありました。４年

を歯科医院で再治療した結果、リウマ

の理事長でもあります。
「私の人生の目
標は、歯科の社会的地位を向上させる

たと思うのですが、どの号に載っていました

「デンタルエステのフランチャイズの記事があっ

FAX 03-3544 -5934

仙台の腎臓専門医・堀田修氏。
「扁摘パ
ルス療法」を考案して多くのＩｇＡ腎

ことです」
と語る相田氏、彼の胸には
「歯

東京都 Ｓ歯科様

か？」

TEL 03 -3544 -５９３９

チが寛解した症例を発表。もう一人が

症患者を救いましたがどうしても２割

ています。

科の夜明け」に向かう熱い思いが溢れ

けてその原因が「慢性上咽頭炎」と「歯

17

号の 頁で、
『ホワイトニ
15

の患者の血尿が消えない。氏は 年か

『 デンタリズム』

16

53
30

ＰＯＩＣ研究会にて。相田氏（右）今井氏(中央）
と。
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/

23

70

32

