ツオイルが有効である」
。そんな

るアルツハイマー病に、ココナッ

「高齢化社会に伴って増え続け
いう。また、ココナッツオイルに

症状を緩和させる可能性があると

糖の代替エネルギーとして働き、
有していることがさまざまな研究

抗菌特性・抗ウイルス特性なども

は活性酸素を無害化する働きや、

で、むし歯や歯周病予防の手助け

な病原菌をオイルが絡め取ること

や歯肉などに潜んでいるさまざま

た！』
（ メ ア リ ー・

が劇的に改善し

『 アルツハイマー病

とともに紹介した

驚くべき提言を実例

はシンプルで、スプー

注目されている。方法

「 オ イ ル プ リ ン グ 」も

ケアにも役立つ健康法

オイルを使った、口腔

さらに、ココナッツ

で明らかになっている。

て、歯周病による歯肉出血が止ま

ツオイルでオイルプリングを始め

「私の患者さんには、ココナッ

プリングの効果についてうかがった。

澤卓二教授に、ココナッツオイル

医学研究科加齢制御医学講座の白

監訳を務めた順天堂大学大学院

になるとしている。

白澤卓二監修、ソフ

ン 杯分のココナッツ

ィブ）が翻訳出版さ

でも可）を口に入れて、

オイル（ほかの植物油

歯肉が引き締まって、歯もつるつ

毎日オイルプリングを行っており、

った患者さんがいます。私自身も、

オイルプリングは、口腔内の病

・ニューポート著、

トバンククリエイテ
れて以降、日本でも

れてケトン体となる。

酸は、肝臓で代謝さ

に含まれる中鎖脂肪

ココナッツオイル

話題となって久しい。

（ブルース・ファイフ著、

ツ・オイルプリング』

る 翻 訳 書『 コ コ ナ ッ

オイルプリングに関す

すぎ、最後に吐き出す。

ッシュのように口をす

院で歯科健診を受けたところ、歯

です。以前、かかりつけの歯科医

完全には歯垢を除去できないよう

はブラッシングの代替にはならず、

ます。もっとも、オイルプリング

中鎖脂肪酸が豊富で抗菌特性もあ

的に何でも構いませんが、やはり

使用するオイルは植物油なら基本

にも効果があると言われています。

めることで、さまざまな慢性疾患

んは、既にオイルプリングをご存

このケトン体が、認

毎日のしっかりしたブラッシング

知かもしれません。まずは一度、

るココナッツオイルが、一番適し

に、オイルプリングを追加すると

ココナッツオイルプリン
グ 1,800円（税抜）
著／ブルース･ファイフ
監訳／白澤卓二
出版／医道の日本社

試してみてはいかがでしょうか」
。

白澤卓二
順天堂大学大学院医学研
究科加齢制御医学講座教
授。国内におけるアンチ
エイジング分野の治療･
研究をリードする。

いう方法が良いのでしょう。

垢が蓄積していることを指摘され

ココナッツオイルが

原菌を取り除き身体の免疫力を高

問い合わせ／
株式会社日本機能性医学研究所
☎03-6427-7714（オイル専用ダ
イヤル） http://www.mdfood.jp

ると白くなったことを実感してい

セシル･オーガニック･
バージン･ココナッツオイル
3,672円（460g）
スリランカ産の100% RAW低温
圧搾バージンココナッツオイル。
白澤教授が理事長を務める『一般
社団法人 日本ファンクショナル
ダイエット協会』において、安全
性及び有効性が確認された。

〜 分、マウスウォ

白澤教授おすすめ！

白澤卓二監訳、医道の

!?

知機能が低下した人

20

ています。健康志向の高い患者さ

話題です。

ました。適切な口腔ケアとしては、

ちまたで

日本社）によると、歯

ただ今、

の神経細胞でブドウ

15

ココナッツオイルで歯周病予防。
「オイルプリング」の効果とは

1

1

T

医療法人鶴翔会 内田歯科医院 副院長

内田ゆき子

輝く女 性 に
逢いに行く

Yukiko Uchida

と、すべてがほんわかした話に聞

生。彼女がにこにこしながら話す

の息子を育ててきた内田ゆき子先

してフルタイムで働きつつ、二人

時期に一人目を出産。歯科医師と

ご両親と同居しながら、開業と同

るんです。笑うと緊張もほぐれま

「一患者、一笑いを目指してい

りが目に浮かぶ。

での患者さんとの和やかなやりと

りだ。話し上手で聞き上手。院内

さには、ただただ驚かされるばか

はなく、そのキャパシティの大き

ある。しかし彼女の表情に悲壮感

妻として、母として、嫁として、
副院長として、支え、支えられる日々。

山口県で結婚して 年。義理の

こえてしまうが、実は、その内容

すし、
唇も柔らかくなりますしね」

す息子たちが寝泊まりしている家

その後、通学のために離れて暮ら

否や、急ぎ食事や家事を済ませ、

した内田昌德院長が羨ましい。た

育ちの良さか。こんな女性を妻に

が滲み出る。生まれ持った才能か、

家族との信頼関係を大切にする姿

言葉の端々に、患者や仕事仲間、

まで高速を車で 分かけて向かう。

夜、仕事を終えて自宅に帰るや

は意外とハードである。

19

そこからもう一度家事のやり直し

彼女が頑張れる環境を支えている

だし、忙しく多様な役割を果たす

医療法人鶴翔会

内田歯科医院

だ。食事の準備や後片付け、洗濯

山口県山口市鋳銭司中津5672-1
☎083-985-0418
http://uchidadental.com/

のもまた、よき理解者であり協力

Profile うちだ・ゆきこ／1970年山口県出身。1994年
神奈川歯科大学を卒業後、勤務医を経て1996年に結婚。
1997年に内田歯科医院開業・副院長となる。この春、高
校１年生、大学１年生となる二人の息子の母親でもある。

など、身の回りの世話を一通り済

週に一度の休診日でもある日曜は、義理のご両
親が育てている野菜を一週間分収穫するのが日
課となっている。自然の恵みいっぱいに育った
野菜が、ゆき子先生の元気の源だ。

者、院長の存在なのだ。

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

30

ませると、あっという間に深夜で

輝きの秘 訣

歯科医師に

お薦めしたい
この商品

富士山に日の丸。誰がどこから

央にもワイヤーが入っているため、

ーション体制が整っているため、

れている国内工場はフルオートメ

ア性も十分。このマスクが生産さ

場以外でも重宝すると女性たちの

も差し障りが少ないため、医療現

また、口紅やグロスをつけていて

圧迫感や息苦しさもなく快適だ。

カラーは、上品なピンクが優し

手作業などにより製品に誤差が生

もいわれる日本人の厳しい検品基

い印象を与える「さくら色」と、

間で評判も高い。

準をクリアする品質を保っている。

はもちろん、学会や出張で海外へ

ジャパンなマスク。自院用として

かと思えるようなメイド・イン・

る外国人観光客もいるのではない

に置いてあれば、思わず買って帰

が日本的。国際線の土産物売り場

色」の２色で、ネーミングまでも

清々しい清潔感を漂わせる「そら

じるようなこともなく、世界一と

97

また、オートメーション化により

原料・製造ともに安心のクオリティ。
メイド・イン・ジャパンの医療マスク。

Ｓサイズ145×90㎜

見ても「日本製」といわんばかり

のデザインモチーフと配色が採用

されたパッケージ。こちらは、外

国人向けのお土産物ではない。医

療機関向けのサージカル（使い捨

て）マスクである。その名も「Ｆ

価格面でも安価な輸入品との遜色

ｕｊｉあんしんマスク」
。原料に

は国産の毛羽立ちにくい不織布を

もなくなりつつある。

カップキーパー付のタイプは、

３層構造で、ＢＦＥ（細菌ろ過

口元にカップ状の空間が保持でき

ノーズワイヤー以外に、マスク中

効率）も ％と、バクテリアバリ

マスクなのだ。

わった安心の品質を誇る日本製の

使用し、呼吸性と装着性にもこだ

Ｍサイズ175×90㎜

出掛ける際には、新手の日本土産

としていかがだろう。

5

スタンダード 1箱（50枚）418円（税込） カップキーパー付 1箱（50枚）528円（税込）
購入はCiメディカル3月セール冊子P7より

歯科医院
建築探訪

住宅風の外観で入りやすさを演出。
機能性と快適性に溢れた歯科医院。

1.

5.
1.天井の壁紙の絵には鶴が隠れており、診療
中に探すことができるという遊び心も。2.雨
の日に濡れることがないようスロープにキ
ャノピーを設置。3.患者とスタッフが対面せ
ずゆったり過ごせるよう、受付の配置も考慮。
4.閉鎖的なイメージを軽減するためポップ
な壁紙を採用。5.カウンセリングルームで一
つひとつ患者の口内環境やライフスタイル
を確認し、治療計画を立てている。

2.

3.

まるで住宅のような外観が印象

的な
『フジセデンタルクリニック』

（佐賀県佐賀市）
。福岡を中心に、

歯科医院のほか、マンション、オ

フィス、店舗などを幅広く手掛け

る『リアルクリエイション』が建

築デザインを担当した。

「歯科は、診療台に座って完結

する仕事でありません」と、２つ

建築的に個性あふれる歯科医院を「デンタリズム」にご紹介ください。情報をお待ちしております。 info_toiawase@dentalism.jp

のカウンセリングルームを設置。

診療室はあくまでも治療のみで、

患者とのコミュニケーションはカ

ウンセリングルームで行うように

している。診療室は一部屋ずつブ

ラインドで閉じることもでき、個

室感覚での利用も可能。壁紙には、

7

緊張や不安を解きほぐす作用があ

代表／小島賢士
福岡県福岡市南区西長住3-5-17
092-408-4674
http://real-creation.net/

る淡い紫色を使用している。

リアルクリエイション

また、荷物を持ち歩かずに移動

［建築デザイン］

できるよう院内にクロークを設置。

佐賀県佐賀市南佐賀
1-21-30
院長／藤瀬恭平
http://www.fdc-style.com/

いかにして快適に診療を受けても

フジセデンタルクリニック

らうかを工夫した歯科医院である。

［歯科医院］

4.

歯科医師 東京医科歯科大学臨床教授

内山 茂

Star Dentist Interview

取材・文／丹羽麻理 撮影／中島繁樹

２０１３年に自院を継承するま

での 年は、臨床に携わる一方で、

てきました。 代は毎週のように

てやろう！ という思いで頑張っ

を見ていたので、僕は一流になっ

スがあったようです。そういう姿

医師となったことにコンプレック

上げてきたのですが、検定で歯科

地で技術とライセンスを得て引き

貧しい生まれの出で、戦時中に外

たということもありますが、父は

内山 新潟の実家が歯科医院だっ

たきっかけは？

――そもそも歯科医師を目指され

の内山先生に話を伺った。

いたい歯科医師の一人として人気

今最も講演を聞きたい、教えを乞

で時代をリードしている。今回は、

継承も実現。抜群のバランス感覚

題が注目される中、いち早く医院

療を実践し、団塊の世代の継承問

尽力している。早くからケア型医

会を通して広く後進の指導育成に

導する傍ら、各種セミナーや講演

京医科歯科大学で臨床研修医を指

ってきた内山茂先生。現在は、東

講演活動や執筆活動も精力的に行

30

セミナーや勉強会に参加し、研鑽

を積んでいましたが、一流の治療

（Ｃｕｒｅ）や技術を一握りの方

11

30

全体を俯瞰し、座標軸を持ち、
治療の位置づけを見極めて。

SHIGERU
UCHIYAMA

医療への飽くなき探求心が洞察力や観察力を養い、技術を向上させ、知識や経験を蓄積させてきたことと同様に、
様々なものへの興味が感性を磨き洗練させる。それを証明するかのようにお洒落ないでたちで登場した内山茂先生。

なります。
歯科というのは、どういう疾患
かというと間違いなく生活習慣病

んを見つめていってあげて欲しい

んなふうに大きな枠の中で患者さ

てきました。

院継承についても講演依頼が入っ

ディーラーさんやメーカーさん

――講演やセミナーの数は、２０

ただいたり、歯科医師への適切な

術的に理解したいという要望をい

ですね。

が、その両面から考えてもケアは

００年以降だけでも３５０回以上

アドバイス方法についてレクチャ

からは、自社製品の位置づけを学

欠かせないという話です。また、

を数え、昨年だけでも 回実施さ

です。病因論としては感染症です

口腔は独立した臓器ではないわけ

じるようになっていきました。身

に提供する歯科医療には限界を感
い時代となりました。

科とのかかわりも避けては通れな

重要な局面を迎えていますね。医

らの要求も増えてくることが予想

増えてくる。医科や高齢者施設か

少子化になる一方で、高齢者は

いわけです。

をあわせもった歯科医療が望まし

明らかだし、本来は、両方の領域

にしても、口腔内細菌との関係は

かしい。リウマチにしても糖尿病

で、全身疾患と繋がらない方がお

他には炎症や力のコントロールな

い方など医院の運営に関するもの、

フの育て方、患者さんへの寄り添

るものから、チーム医療やスタッ

など、ケア発想の歯科医療に関す

ＭＴＣやメインテナンス、ＳＰＴ

内山 歯科医院向けとしては、Ｐ

しょうか。

どのような内容のものがあるので

れていますが、テーマとしては、

聞いたらいいかわからないことっ

学では教えてくれないこと、誰に

な質問を受けたりすることも。大

いて相談があったり、テクニカル

めの器材やツール、ケア用品につ

受けることもありますし、おすす

体的な患者さんのケースで相談を

くることもあります。

ーして欲しいというリクエストが

完治しないけれど生活の質を保つ

――先生が先駆的に取り組まれて

ていくプライマリ・ケアが必要と

いように、プロの手でサポートし

医として、自分たちが今やってい

プライマリ・ケア医として、口腔

派生した内容が多いですね。デン

ど、やはり自分の臨床や著書から

て意外と多いんですよね。

師会が熱心にやっていたりします。

センター内診療にしても、歯科医

いので、訪問歯科診療にしても、

で歯科医院を開業していて絆が強

るいような気がします。地域の中

パブリックヘルスケアに対して明

先生方のほうがソーシャルケアや

内山 私が思ったよりも、地方の

格差などはありますか。

は、歯科医療現場の状況や意識に

いますが、都市部と地方都市とで

――各地を講演で訪れていらっしゃ

タルプレゼンテーションや歯科医
置づけの治療なのかを考えながら、
患者さんにとって何が最適なのか
を広い視野で捉え、考えられるよ
うになっていかなければなりませ
ん。歯を残すことについても、一
人ひとりの患者さんごとの判断が
必要です。もちろん１本でも多く
残すという姿勢も大切ですが、場
合によっては、歯を抜いて感染源
を除いてあげた方が良いというケ
ースも出てくるかもしれない。そ

1998年発行の『ＰＭＴＣ』
、2003年発行の『ＰＭＴＣ２』
（ともに医歯薬出版／波多野映子との共著）は、２誌をあ
わせて販売冊数が3万部超えた歯科界のベストセラー本。

る口腔領域の治療が、どの辺の位

少人数のセミナーなどでは、具

に着けた治療技術と、多くの患者

されます。これからの歯科医は、

も介護保険が制定されたころを境

内山 高齢社会ということもあり、

そうした中で選んだのがケア

に、医療とケアというものがほぼ

さんが望む治療とが、必ずしも一

（Ｃａｒｅ）への道でした。本来、

並列に論じられるようになり、今

ケアを必要としている人が日常的

治療はケアの裏付けがあってはじ

後ますますそういう時代になると

致していないということに気づい

めて活きるもの。予防や管理など

思います。

せん。僕は多くの患者さんに等し

のが医療の目的であるようなケア

高血圧やリウマチ、糖尿病など、

く提供できる「ケアの一流」を目

型疾患、いわゆる生活習慣病では

きた歯科におけるケア型医療も今、

患者の生活のレベルが低くならな

指すことにしたのです。

っても、必ずしも効果はあがりま

のケアがないまま治療だけが先走

に増えています。一般医療機関で

51

たからです。

論理的かつ解りやすくあらゆる事象について解説して下さる内山茂先生。

12

注目の歯科医師インタビュー

りますが、 歳になって 本残っ

については達成率が上昇傾向にあ

ていますが、例えば８０２０運動

歯科業界は、様々な課題を抱え

それをソーシャルヘルスケアの拠

域ごとにセンター内診療室を作り、

も含めて限られます。その点、地

出かけていって出来ることは器材

た歯のその後についても考えてお
会員にとって自分の施した診療の

点とし、歯科医師会に入っている

と位置付けることができれば、歯

く必要があります。寝たきりにな
がかえってリスクになる可能性も
科医師会のインセンティブにもな

最後の受け皿になってくれる場所

ある。もちろん在宅や訪問で診療
る。また、こういう施設が日本各

った場合には、歯が残っている方

20

を頑張っている先生もいるけれど、
地にくまなくできあがって、よう
やく８０２０が完結するのではな

分の得意分野を伸ばしていくこと

信を持って語り、結論を簡単に述

どんなに高名な先生方でも、自

客観的に判断する材料を増やして

が基本なのですが、残念ながら全

べられるようになるまでには、い

内山 卒後研修などでは、本来、

体を俯瞰してバランスよく学べる

ろんな経験を重ね、相当な時間を

いくことも大切です。

ようには体系づけられていません。

かけてきているわけです。それを

全体を一定レベルで把握して、自

ですから卒後 年ほどは、とにか

ように貢献していきたいかを考え、

自分が歯科医師として社会でどの

ただき、誰に染まる訳でもなく、

くいろんな一流の歯科に触れてい

標軸を定めていってください。

地道な作業の上に、しっかりと座

じ結果を出せるかどうかは別物。

安直に真似ることはできても、同

自分らしさを構築していって欲し

０は達成したけれど、その後はし

と構造的には同じになる。８０２

まに、原発を乱造した日本の政府

原発の最終処分場をつくらないま

の一生に責任を持つということ。

れは自分の一生ではなく患者さん

と言われることもありますが、そ

さんを一生診るといっていたのに、

方を託すことができました。患者

もあり、スタッフと患者さんの両

を点検したり、講演や勉強会で見

の潮流と合致しているのかどうか

献に照らし合わせて検証し、世界

る時代です。自分の臨床の姿を文

証済みの論文などが簡単に手に入

ビデンスレベルの高い文献や、検

また、今はインターネットでエ

ーとして、歯科界を牽引していっ

神を併せ持つデンタルアドバイザ

ある。今後も、高い見識と検証精

伝えたいという強い思いと哲学が

識や経験がある。そして何よりも

があり、それを補完する膨大な知

伝えたいコンテンツと伝える技術

間に人を惹きつける内山先生には、

会話や文章の中で、あっという

らないよ、ではいけない時期に差

自分に何かあったらどうするのか、

聞きしたことが、どういう位置づ

て欲しい。

いですね。

し掛かっています。

そう考えると一生診ることとには

けのものなのかを確認したりして、

いかと思うのです。そうしないと、

――患者の歯に対する責任といえ

矛盾していないと思っています。

した。実際、早すぎるという声も

すっぱりと身を引くことができま

の道に進んでしまったので、僕も

だやっていたと思いますが、音楽

内山 息子が歯医者になれば、ま

大胆な決断でしたね。

けですが、歯科医師が学ぶべきは

やかな学びの機会が用意されるわ

ーダーメイドセミナーで、きめ細

され、プライベートセミナーやオ

ます。それでも著書や講演が切望

なりの情報がオープンになってい

――先生のデンタルサイトではか

■内山茂 デンタルサイト
http://www.asahi-net.or.jp/~IJ9SUCYM/dental.html

いますが、こちらも先駆的であり、

ありましたが、幸いにもお願いし

何なのでしょうか。

内山 茂（うちやま・
しげる）
1952年新潟県出身。1977年東京医
科歯科大学卒業。1984年～2013年
ウチヤマ歯科医院院長
（埼玉県所沢市）
。
1978年から20年間、母校同窓会で卒
後研修の一環として学術講演会（現在
のＣＤＥ）の企画運営に当たる。199
8年より東京医科歯科大学臨床教授。
2013年より東京医科歯科大学臨床研
修医指導医。

ば、一昨年、医院を継承をされて

長時間に及ぶ講演やセミナーでは、聞き手の集中力が途切れないよう、
テーマや時間配分が絶妙に組み立てられている。

た先生が、とても優秀だったこと

13

10

80

（右）2014年10月に発行されたばかり
の『デンタルプレゼンテーション』
（デ
ンタルダイヤモンド社）は、目次を見た
だけでも、内容のわかりやすさが想像で
きる構成となっている。
（左）映画は総合芸術と語る内山先生が、
2010年に発行した『シネマプロムナー
ド』
（パレード）
。1916年から2010年
までに公開となった2500本の映画の中
から厳選された作品が紹介されている。

Dentalism
News &
Topics

集団応用フッ化物洗口の全国実態調査で
国内実施が1万施設、100万人を超える。

■都道府県別における集団応用でのフッ化物洗口実施施設数，
実施人数ならびに実施市町村数（2014年3月現在：速報値）
NPO法人日本むし歯予防フッ素推進会議、WHO口腔保健協力センター、公益財団法人8020推進財団、社団法人日本学校歯科医会共同調査
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公益財団法人8020推進財団、社団法人日本学校歯科医会共同調査
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フッ化物洗口は優れた公衆衛

生特性から、世界的にも広く実

施されている。
『日本むし歯予

防フッ素推進会議』は、
『日本

学校歯科医会』
、
『８０２０推進

財団』
、
『ＷＨO口腔保健協力セ

ンター』と共同で行った「我が

国における施設での集団応用フ

10

ッ化物洗口調査」の２０１４年

速報値を昨年 月に発表。それ

によると、集団応用フッ化物洗

53

94

口を実施している自治体は全国

の %を占めることがわかった。

万施設、

1

87

調査の結果、実施市町村数は、

９１５自 治体で、

100万人を超えた。中でも、

10

佐賀、熊本、愛媛の３県では全

市町村が実施。実施人数が 万

人を超えたのは、愛知、新潟、

京都の３府県となった。

41

当時、歯科口腔保健推進条例

を施行している 道府県の中で、

2

条例にフッ化物応用の条文記載

があったのは 道府県。ここ

年間における増加人数の ％を

その 道府県が占めていた。２

００３年に厚労省がガイドライ

ンを策定して集団応用フッ化物

洗口を推進しているが、自治体

により実施状況は異なる。この

違いがどういう理由で生まれて

いるかを考えなければならない。

92

健康日本21スタート

要観察歯
（CO）
導入

条例にS-FMR＊が記載
条例にF応用の記載あり
条例にF応用の記載なし
条例施行なし

30

80

フッ化物洗口ガイドライン

4000

＊：S-FMR：施設における集団応用フッ化物洗口

30

100

都道府県別12歳児
DMFT公表（'06年）
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91.6％

条例にS-FMR＊が記載
条例にF応用の記載あり
条例にF応用の記載なし
条例施行なし

（×104）
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実施人数
（万人）
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22.2％

）内は23特別区を含む市区町村数

健康日本21第２次
スタート（'13年4月）

10000

実施施設数

3.4％

＊＊：
（

12000

（2012年 確定値⇒2014年速報値）が占める割合

7.8％

）内は市町村数

（1983年−2014年＊調査） ＊：2014年は速報値

フッ化物応用推進体制に起因したフッ化物洗
口実施施設数、実施人数の増加数

前回調査より増加した
実施人数の占める割合

＊＊
10,287 1,044,254 915（1,742）

■集団応用でのフッ化物洗口実施施設数と実施人数の推移

■都
 道府県歯科・口腔保健の推進条例における

前回調査より増加した
実施施設数の占める割合

＊：
（

縄
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レーザーを用いてエナメル質を修復。
むし歯や象牙質知覚過敏の治療に期待。

シアパタイト同士をくっつける
ことは非常に困難なため、これ
までこの材料による治療は実現

分子材料が修復に用いられてき

これまでは主にレジンなどの高

歯や摩耗などで欠損した場合、

二度と再生しない組織だ。むし

ル質は、一度欠損してしまうと

の修復に成功。象牙質上に膜を

なると考え実験し、エナメル質

に飛散して付着することで膜に

シアパタイトの微粒子が歯の上

ットに照射すれば、ハイドロキ

イドロキシアパタイトのターゲ

唾液には、食物の消化作用や

おいタブレット」だ。

歯の保護や再石灰化、粘膜の保

いのに対して、
「ポリグルタミ

即効性のある効果しか得られな

唾液分泌を促進する有機酸は、

護や修復作用など、口腔内に欠

ン酸」は 分間までは継続的な

抗菌・抗ウイルス作用のほか、

かせない重要な働きがあるのは

口腔内のうるおい不足で悩みを

者は８００万人以上ともいわれ、

マウス（口腔乾燥症）の潜在患

周知の事実だが、現在、ドライ

洗口液、濡れティッシュなどへ

既に機能性菓子やスポーツ飲料、

効性と持続性も実現している。

酸とダブル配合することで、即

分泌を促進する。また、クエン

液分泌促進作用のある「ポリグ

った人におすすめしたいのが唾

りずらくなったりする。そうい

食事が摂れなかったり、しゃべ

び割れができたり、舌の痛みで

ほか、重症化すると舌表面にひ

状としては口臭や歯垢の増加の

副作用などが考えられるが、症

老化やストレス、食生活や薬の

できる健康補助食品なのである。

スで悩む人たちに安心して提供

で、砂糖は不使用。ドライマウ

たもの。さわやかなレモン風味

から原料供給を受けて開発され

ット」
は、『明治フードマテリア』

ら発売された「うるおいタブレ

今回、
『Ｃｉメディカル』か

分野への応用も期待されている。

グルタミン酸」は、今後は介護

の利用が広がっており、
「ポリ

ルタミン酸」を配合した「うる

ドライマウスの原因としては、

抱えている人は少なくない。

30

されていなかった。
そんな中、近畿大学生物理工
学部医用工学科の本津茂樹教授
ら の 研 究 グ ル ー プ は、 Ｅ ｒ：
ＹＡＧというレーザーを用い、
ハイドロキシアパタイトの膜を
直接歯に堆積させ、エナメル質
を修復する技術を開発した。研
究チームは歯を削ることができ

た。しかし、レジンは歯の素材

形成させると、ハイドロキシア

るレーザーを、歯の表面上でハ

と全く異なるため、歯との間に

象牙質知覚過敏の治療にも応用

パタイト膜が人工エナメル質と

題が指摘されている。

できることもわかった。

なって象牙細管を封鎖するため、

本来、歯の治療は歯の主成分

この新技術は、ハイドロキシ

亀裂や剥離を生じる問題や有機

であるハイドロキシアパタイト

アパタイトを用いるため、アレ

むし歯や象牙質知覚過敏の治療

を用いて行うことが理想的だが、

本津茂樹 教授

ルギー反応を起こす心配がなく、

成分によるアレルギー反応の間

歯の表面部分を占めるエナメ

口腔内でのエナメル質の修復（左）と人工のエナメル質形成
による象牙細管の封鎖（右）
近畿大学
生物理工学部医用工学科

セラミックスであるハイドロキ

に有効であるばかりでなく、歯
質の保護、エナメル質の亀裂の

15

修復、審美歯科にも応用できる
と期待されている。

うるおいタブレット
1袋（60g／約60粒）
838円（税込）
10袋（１カートン）以上
1袋あたり798円（税込）
購入はCiメディカル
3月セール冊子Ｐ４より

コンタクトチップ
アパタイト
ターゲット

唾液分泌促進効果のある
「ポリグルタミン酸」配合

12歳の永久歯のむし歯の本数が
一人あたり平均1本で過去最少に。

処置
歯数

3.35 2.82 1.25 0.81 0.76 0.69 0.66

0.64
未処置
1.35 1.14 0.62 0.46 0.41 0.39 0.37
歯数

0.35
文部科学省 2014年度学校保健統計調査（速報値）

%を超えていた 〜 年代か

たことがある割合も、全年代で

となった。過去にむし歯になっ

調査開始以来、最も少ない結果

数は一人当たり平均１本となり、

ると、 歳の永久歯のむし歯本

校保健統計調査（速報値）によ

文部科学省の２０１４年度学

むし歯

（う歯）

0.99

分の１となった。文部科学省は

５本あったものが１本に。約５

昭和 年度に一人あたり４・

まで減少した。

ら順調に下がり、 ・ 〜 ％

53

この結果を、
「歯磨き指導の成

入されて約 年以上、技術の向

日本にインプラント治療が導

プラント治療の実現に期待がか

をはかれる次世代型の口腔イン

かっている。

山大学の大島正充助教らの研究

研究センター）の辻孝教授と岡

学研究所 多細胞システム形成

東京理科大学（現所属 理化

問題視されていることも確かだ。

食事の満足度の向上にも繋がる

噛み心地を取り戻すことができ、

能まで回復させるため、自然な

ドインプラント」では、神経機

かし、この「バイオハイブリッ

ったりという弊害があった。し

なかったり、痛みを感じにくか

これまで、インプラント治療

グループは、セメント質や歯根

可能性が大きい。辻教授による

かし、天然歯のような生理的な

膜など天然歯と同等の歯周組織

と、今後は犬などの大型動物で

によって噛む力は回復するが、

を有する「バイオハイブリッド

も実験を重ね、５年後には人間

移動が不可能という課題がある。

インプラント」を開発。マウス

への応用を目指すとのこと。今

歯周組織のような神経がないた

を使った実験では、歯科矯正学

め、噛む際の衝撃を和らげられ

的な移動や神経伝達など歯の生

回の研究結果により、歯だけで

囲炎による重度の歯槽骨吸収も

理機能を再現し得る可能性を実

なく、目や内耳、腕など、現在

性を示すこととなりそうだ。

オハイブリッド人工器官の可能

研究が行われている様々なバイ

証した。歯根と同等の機能回復

また、
インプラント体の破損や周

上により普及が進んできた。し

30

保健指導によるところが大きい。
また、親世代の意識、知識の向
上も要因の一つだろう。
ただ、年齢別のむし歯のある
者の割合をみてみると、 歳が
一番低く、その後は上がってい
く傾向にある。この１本という
数字は乳歯から永久歯に生えか
わる過程で、むし歯も一緒に抜
けてしまうということも大きい
だろう。 歳を過ぎると徐々に
親が子供の口腔内環境を気にす
ることが少なくなっていく。ま
た、中学、高校生は勉強や部活
動で忙しくなり、定期的に歯科
医院に行くことが難しくなる。
その後のことを考えると、永久
歯が生えて間もないこの時期の
むし歯予防が重要だろう。
歳における永久歯のむし歯等数

マウスの顎骨に骨欠損モデルを作製し、バイオハイブリッドイン
プラントを移植。その結果、インプラント体の脱落や沈下なども
なく、歯槽骨の垂直的再生が可能であることが明らかとなった。

4.70 3.95 1.88 1.27 1.18 1.08 1.03

果で、早期治療や予防の意識が

の移植による歯槽骨再生効果

0.02
計

高まった」と分析している。幼

辻孝 教授

天然歯と同等の歯周組織を有する
次世代型口腔インプラントの実証に成功。
■バイオハイブリッドインプラント

0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02

稚園や小学校時のフッ化物洗口

岡山大学大学院
東京理科大学
医歯薬学総合研究科 （現所属 理化学研究所）

大島正充 助教

16
平成6
昭和56年

中学校におけるむし歯のある者の割合

■1
 2歳における永久歯のむし歯等数

0.0
（年度）
26

（本）

の励行や給食後に実施する歯み

20.0

4.75 4.00 1.91 1.29 1.20 1.10 1.05

4 80

12

1.0

10.0
0.0

2.0
30.0

中学校におけるむし歯のある者の割合

50.0

1.00
1.91
40.0

3.0

42.37
60.0

1.00
計

喪失歯数

38 70

12

70.0

5.0

区分

12

59

4.0

64.61
4.00
4.75
80.0

（本）
6.0 12

87.74
（％）
100.0
92.24
90.0

26
25
24
23
22
16
平成
6
昭和
59
年度

がき、デンタルフロスを用いた

■中学校におけるむし歯
（う歯）の被患率等の推移

■12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯
（う歯）等数

90
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嚥下、発語機能など高齢者の口腔機能が向上。
歯科と美容の融合、
『資生堂』の化粧療法に注目。

N=47

■ 1回

■ 2回

発語機能評価

N=22

5秒間で何回、
「ぱ･た･か」と言えるかを調査

化粧療法開始前
2.1％
2.1％

7

5

6

3.6回だった参加者の全体平均が、
化粧療
法の継続により6.0回に。2倍弱となった

0

開始前

■ 3回以上

嚥下機能低下

19.1％

18

10

6カ月後

液を飲みこむ「反復唾液嚥下テ

3カ月後

42.6％

5

開始時

近年、高齢者の誤嚥性肺炎が

※上記内容は第11回日本口腔ケア学会にて発表

0

スト」では、１回しかできなか

同社事業企画部の池山和幸さ

6回

急増し、口腔ケアの必要性が叫

んによると、スキンケアの塗布

3.6

った高齢者女性の約８割が、

生堂』は、１９９０年代から化

行為が唾液腺マッサージにつな

開始前

51.1％

15

6.0

ばれる中、化粧の効果が口腔機

粧療法の研究を開始。心理的効

がり、唾液分泌機能が変化した

5回

回以上の嚥下を行えるようにな

果をはじめ、脳の活性化や身体

と考えられるとのこと。化粧行

4回

■ 3回
■ 2回
■ 1回

2

25

6.0

った。

機能の向上などの効果を明らか

為により脳血流が改善され、サ

9

嚥下機能低下者（1or 2回）の
約8割（18/22人）が向上

20

能の向上に作用すると話題にな

にしてきた。２０１１年からは、

回数／5秒

っている。
化粧品メーカーの
『資

歯科衛生士と連携して高齢者の

3カ月後

2.0

3回

ブスタンスＰの分泌が促進、そ

5

0

29.8％

16

10.0

4.0

19.1％

4

2

2回

化粧による口腔機能への影響を

3

して嚥下機能の向上につながる

5

4

検証。介護施設に入所している

20.0

人数

5

特に、著しく発語機能が低下した高齢
者（2，3回）の向上事例が多かった

17

30.0

8.0

7

6

というメカニズムだ。また、化

6

5.5

N=1

平均年齢 ・ 歳の高齢者女性

N=6

6.4

6.3

N=6

4

0

N=5

13

10

10.0

6

2

40.0

化粧療法開始前

4

15

嚥下反射に関わる神経伝達物質であ
るサブスタンスＰ濃度が有意に上昇

回数／ 秒

回数／ 秒

5

50.0

開始前

30秒間で何回唾液を飲みこめるかを調査

0
20

■ スタート時 ■ 6カ月

N=4
8

：p<0.01

2

嚥下機能評価

N=22

25

60.0

0

10

2

人数

■回数増加

85

■空嚥下回数

70.0

3カ月

著しく唾液分泌機能が低下した高齢者
において、唾液分泌速度が有意に向上

粧をすることで会話の機会が増

れた。話したり笑ったりするこ

20

人を対象に、毎日のスキンケ

間行った結果、嚥下を促す唾液

とで、口周りの運動につながる

40

N=22

3

え、発語機能にも好影響が見ら

サブスタンスＰ濃度が上昇。さ

のだ。

48.3

開始時

現在、同社ではライフクオ

唾液サブスタンス濃度（pg／mL）

μL ／min

80

0

リティー事業の一環として、

80.0

85.8

60

高齢者への化粧療法プログラ

■SP濃度

：p<0.05

100

ム「いきいき美容教室」や介

N=6

護、医療スタッフ向けの「Ａ

120

ＤＬ向上のための整容講座」

を開催。要介護高齢者の健康

を維持するための口腔ケアは、

これからの社会において大き

な課題だ。化粧療法の活用で

高齢者の口腔ケア、ひいては

ＱＯＬの向上につなげられる

のか、今後が期待される。

■唾液分泌速度

アと月１回の美容教室を カ月

らに、 秒間になるべく早く唾

30

27

3

1
6カ月後

■
■
■
■

化粧療法スタートから6カ月で、
8割の参加者が5回以上になった

5回
4回
3回
2回

19.1％
14.9％

N=47

■ 1回
■ 5回

■ 2回
■ 6回

■ 3回

■ 4回

約半数の高齢者が4回以下

魚コラーゲントリペプチドにより、
飛躍的に吸収率を高めた健康食品。

有。金沢医科大学の友杉直久教
授によると、
『グリ･コラーゲ
ン』を食べた後の血中トリペプ
チド濃度は、従来のコラーゲン
商品を食べた後に比べ、約 〜
倍に達したとのこと。また、

豚コラーゲンとは異なり、無味

層の取り込みなど、市場活性化

や、低刺激タイプによる初心者

た商品の投入による需要の喚起

る見込み。訴求機能を特化させ

商品市場は３６７８億円にのぼ

２０１４年のオーラルケア関連

の『富士経済』の調査によると、

総合マーケティングビジネス

ニング剤やマニキュアが好調だ。

構成比の８割を占めるホワイト

も徐々に高まっている。中でも、

なアイテムが発売され、認知度

ゴム、クリーニング剤など様々

ームデンタルエステ商品、消し

グ剤を筆頭に、マニキュアやホ

景に市場が拡大。ホワイトニン

103.2
%

無臭で水にも溶けやすい顆粒の

に向けた参入メーカーによる取

3,724
億円

ため、飲み物や食べ物に混ぜて

口腔ケア用具 機･器も前年比
５・２％増で伸びている。歯ブ

101.9
%

コラーゲンや低分子コラーゲ

り組みが奏功し、２０１３年比

3,678
億円

気軽に摂取することができる。

101.0
%

ンをそのまま摂取しても、体内

ラシは歯周病ケアや知覚過敏な

どに対応した商品、２５０円以

で１・９％増となる。

上の高価格商品が人気。歯間ブ

388
億円

歯科領域においても、抜歯時

口腔ケア用品市場の５割を占

100.5
%

にはほとんど吸収されないこと

める歯磨きは、むし歯予防訴求

386
億円

に一部損傷した顎骨の治療を早

医薬品・
医薬部外品

め、インプラント治療の際には

100.6
%

は広く知れわたっている。胃や

ラシなどの歯間清掃具は中高年

1,439
億円

腸で消化され、３つのアミノ酸

の縮小が続くものの、歯周病予

100.1
%

骨との結合を促進することが期

層をメインターゲットに市場を

1,433
億円

（トリペプチド）にまで分解さ

防や美白訴求が好調。義歯洗浄

口腔ケア
食品

20

待されている。治療の前後に試

107.1
%

れて初めて腸から吸収されるの

剤や義歯安定剤、ドライマウス

577
億円

60
してみてはいかがだろう。

拡大している。医薬品 医･薬部
外品では、縮小する品目がみら

105.2
%

だ。しかし、体内でトリペプチ

対策の口腔保湿剤は高齢者の需

567
億円

ドにまで分解される

れる一方、口臭予防の目的で利

口腔ケア
用具・機器

量は極めて少ないと

105.1
%

望まれている。

ていなかった新規市場の創出が

投入などにより、今まで存在し

強化や、使い勝手の良い商品の

アの重要性に関する啓発活動の

に生活者への口腔内トータルケ

重視される傾向に。今後はさら

の健康管理を目的とした商品が

品だったが、近年は口腔内全般

の大半が歯自体を対象とした商

これまではオーラルケア商品

剤が好調だ。

知度が向上している口内炎治療

用が増加する歯周病治療剤や認

要を取り込み伸びている。また

ホワイトニング関連用品は、

1,319
億円

言われている。

〜 代の女性を中心とした歯の

102.9
%

そこで、魚コラー

1,292
億円

美白に対する意識の高まりを背

口腔ケア
用品

ゲンをトリペプチド

2015（％）
2013
年予測 年比

まで前もって分解し、
吸収率を飛躍的に高
めるよう開発された
の が、
『 エムシープ
ロット･バイオテク
ノロジー』の『グリ
･コラーゲン』だ。

国内市場

20
2013
年比

計

安全性と有効性の高
い魚由来のコラーゲ
ンを使用し、 %も
のトリペプチドを含

30

2014
年見込

合

コラーゲン・トリペプチドの摂取
コラーゲンの摂取

オーラルケア関連商品の市場が拡大。
口腔内のトータルケアアイテムが人気。
■オーラルケア関連商品の商品分野別

グリ･コラーゲン
10本入り 2,800円（税別）
30本入り 7,800円（税別）
問い合わせ／エムシープロット･バイオ
テクノロジー 076-286-2033
http://www.mcprot.co.jp

15

購入はCiメディカル3月セール冊子P29より
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どちらかと
言えば
自信がある

29.8％
34.2％

11.8％

「矯正治療の経験なし」88.0％

た人が ・9%にも達し、目と
ほぼ横並びとなった。笑顔をつ
くったときに歯が汚いと印象に

また、自分の歯並びに自信が

残りやすいということだろうか。

あるかどうかという質問には、
「 自 信 が な い 」と 答 え た 人 が
・ ％で半数を超える結果に。

歯並びに自信がない人のうち、

を提供する『アライン･テクノ

「インビザライン･システム」

くと考えている。矯正歯科治療

な費用を支払ってまで治療する

しようと思わない理由は、高額

正治療の経験がない人の治療を

経験がないこともわかった。矯

%と大多数の人が歯科治療の

ロジー･ジャパン株式会社』が

必要がないと考えている人が圧

この意識調査は５年以内に結

み合わせを実現でき、歯周病予

の美しさだけでなく、正しい咬

倒的に多い。歯科矯正は見た目

婚を希望している 〜 歳代の

ト調査で判明した。

行ったインターネットアンケー

良いと出会いの場面で有利に働

が第一印象を左右し、歯並びが

婚活中の男女の多くは歯並び

どちらかと
言えば
自信がない

46

5

自信がない

24.3％

自信がある

自信はあるか

歯並びは第一印象を左右すると

男女２０００名を対象に実施。

広め、啓蒙していくことが大切

防にもつながる。正しい理解を

すると答えた人が全体の ・

％を占め、さらに、婚活パーテ
ィなどの出会いの場面において、

17.8％
優しそう

歯並びが良いとその後に有利に

21.9％
誠実そう

はたらくと思う人が ・9%に

32.8％
育ちがよさそう

達した。
初めて会う相手の顔で気にな
る部分については、目が圧倒的
な多数を占め、口もと、鼻など

50.9％
清潔感がありそう

78

と続いたが、相手の笑顔で気に

10.3％
仕事で成功してそう

13.7％
かしこそう

63.0％
健康そう

75
50
25
0

88

［％］
100

■歯並びがいい人のイメージ

3

なのかもしれない。

40

思うかどうかの質問では、左右

20

なる部分となると、口元を挙げ

では、歯ブラシの管理をどの

に細菌が繁殖してしまうという。

の中で食べかすが腐敗し、さら

言われ、管理状態によっては毛

ている細菌の数は数億以上とも

意外に多い。歯ブラシに付着し

をきちんと管理していない人が

てきているが、肝心の歯ブラシ

歯磨きには気を遣う人が増え

と、病気のリスクが高まる。

を自分の口の中に入れてしまう

たびに、他人の体内にある細菌

ことになってしまう。歯磨きの

ラシを共有していることと同じ

先が触れ合ってしまうと、歯ブ

る歯ブラシを分けていても、毛

ならない。家族や恋人で使用す

合わないように注意しなければ

いる場合があるが、毛先が触れ

すことが大切。特に、毛の根本

いし、食べかすや細菌を洗い流

ブラシはしっかりと流水で水洗

なければならないだろう。

い管理方法を患者に伝えていか

法はもちろん、歯ブラシの正し

いないと本末転倒。歯磨きの方

歯ブラシ自体の衛生管理をして

いくら歯磨きをしていても、

ようにすればよいのか。ポイン

は汚れがたまりやすいため、注

トは水洗いと乾燥。使用後の歯

意が必要だ。さらに、濡れた歯

ブラシをしっかりと

乾燥させること。い

くら水洗いをしても

完全に細菌を洗い流

すことは不可能。歯

ブラシが濡れている

と、わずかに残った

細菌がまた繁殖して

しまうことになる。

キャップをする人も

多いが、乾く前にキ

ャップをしてしまう
と逆効果だ。

また、複数の歯ブ

ラシをコップなどの

一つの容器に入れて

19

58
88

■自
 分の歯並びに

婚活中の男女への意識調査の結果。
歯並びが第一印象で重要と考える人多数。

間違った管理方法は細菌増殖の原因に。
歯ブラシを清潔に保つことが重要。

歯周病の男性は心筋梗塞のリスクが約２倍。
東京大学による日本初の縦断研究で明らかに。

1.97

対象に５年間の追跡調査を実施。
歯肉出血、歯のぐらつき、口臭
からなる歯周病スコアや他の指
標について、多変量ロジスティ
ック解析で心筋梗塞発症のリス
クを分析した。その結果、歯周
病を強く疑われる男性はそうで
ない男性に比べ、心筋梗塞の発
症が約２倍多いことが明らかに
なった。
歯周病が心筋梗塞などの虚血
性心疾患を引き起こすメカニズ

近年、歯周病が様々な疾患の

より産生される炎症物質等が、

産生する毒素、または歯周病に

ムは、歯周病細菌とその細菌が

原因となったり、発症の引き金

考えられている。この研究結果

歯肉の毛細血管を通じて全身の

から、虚血性心疾患の予防に口

となることが明らかになってき

果が多く報告されているが、そ

腔ケアが重要ということが示唆

血管や心臓に運ばれ、動脈硬化

の一方で関連がないとする報告

された。あらためて、適切なセ

や血管の閉塞をもたらすことが

もあり、さらなる調査研究が必

ルフケアや歯科医院でのメンテ

ている。欧米では、歯周病と虚

要とされてきた。そんな中、日

ナンスで歯周病の予防を推進さ

血性心疾患の関係を示す研究結

本で初めて歯周病と心筋梗塞の

せていかなければならない。

関連についての縦断研究の結果
が発表された。
東京大学大学院医学系研究科
の野口都美客員研究員（研究当
時は大学院生）と豊川智之准教

『ライオン』は「歯科医療従

の境目の歯垢除去」で ・ ％、

２位が「歯間清掃」 ・ ％で

歯周病ケア」について意識調査

ア」と「生活者が考える自らの

目の歯垢除去」が ・ ％、
「歯

んでいる人は「歯と歯ぐきの境

あった。しかし、実際に取り組

事者が考える患者の歯周病ケ

を実施。歯科医師または歯科衛

生士の資格を有し、現在、歯科

医療に従事している１４６人に

「歯科医療従事者調査」
、 〜

間清掃」が ・ ％と、その意

識と行動に差があることがわか

査者の半数以上が歯茎の出血や

査」を行った。この結果、被調

代の男女１７６人に「生活者調

かもしれない。

ットのケアを広める必要がある

今後はさらに歯の隣接面とポケ

トは歯周病になりやすい部位。

った。歯の隣接面にあるポケッ

腫れを経験しているにもかかわ

らず、その半数以上が対処をし

ていない。さらに、歯周病だと

自覚している人でさえ対処して

いない人が半数もいた。また、

・ ％、
約８割が
「痛みの症状

歯科医院に行く習慣がない人は

が出たとき」にしか歯科医院に

行かないという結果だった。

歯科医療従事者の調査で、歯

周病予防に最も重要と考えてい

るセルフケアで最も多かったも

のは、
「歯と歯茎の境目の歯垢

を除去すること」が ・ ％で、

％、
「 自分に合った歯

次いで「歯間清掃を行うこと」
が ・

％であった。

ブラシを使用すること」が ・

生活者の調査でも、歯周病予

防で重要だと思うセルフケアの

１位は「歯ブラシで歯と歯ぐき

12.9％ 14.9％

23.8％

25.7％

20.8％

2.26

1

3

0

腫れ

2.11

授、小林廉毅教授らの研究グル

72

52

57

2.0％

喪失歯
5本以上

ープは産業保健現場の医師らと

33

9.8％

歯周病と
いわれた
ことがある

共同で、金融保険系企業の 〜

60

7

8.9％ 13.0％

23.6％

23.6％

21.1％

80

［％］
100

■近
 いうちに歯科医院
に行こうと思っている
■ いつか時間があれば
行こうと思っている
■ しばらくすれば治るの
で様子を見る
■ いつものことなので
気にしていない
■ わからない
■ その他（治療済み・治
療中を含む）

出血

69

（95%信頼区間）

（1.29 – 3.44）（0.84 – 6.02）（0.71 – 5.45）

歯周病
スコア（*2）
心筋梗塞
発症の
オッズ比

30

2

11

60

40

20

0

5

2

心筋梗塞発症との関連−多変量ロジスティック解析（*1）

歳の男性労働者３０８１人を

■出血、腫れに対し、今後どのようにしようと思いますか？

（出血N=123、腫れN=101）

53

11

*1 年
 齢、喫煙、BMI（肥満度の指標）
、高血圧の既往、糖尿病の既往、
脂質異常症の既往、心疾患の家族歴で調整した。
*2 歯肉出血、歯のぐらつき、口臭の有無を点数化した（0～3点）
。

36

2

■男性労働者（36～59歳）における歯周病と

59

歯周病の自覚があるのにかかわらず、
半数以上が歯茎の腫れや出血を放置。
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東京

された訪問歯科診療のトップラン

（大隈書店）が７年ぶりに新装刊

って 歯医者とスルメと情熱と』

たが、雰囲気も料理も昔のままで

伝多朗 数年前に代変わりしまし

じた記憶があります。

はずですが、当時は敷居が高く感

ぞこ

新宿区
『どん底 』 にて

ナー五島朋幸先生をお招きし、新

すね。
さて、
五島先生といえば、「新

アのゴーリキーのお芝居
『どん底』

生した洋風居酒屋で、店名はロシ

伝多朗 こちらは１９５１年に誕

いところですよね。

わっていらっしゃるというのが凄

るのではなく、各自が能動的に関

たそうですが、行政などが主導す

思い、お誘いしてみました。

を伺う場所としてもぴったりだと

を築いてこられた五島先生のお話

古いお店なので、訪問歯科の歴史

見ることができます。新宿で最も

く、店の至る所でその歴史を垣間

問題がある人を見つけて適切な人

る、つなぐ、結果を出す」です。

のですが、キーワードは「見つけ

中心メンバーとして発足した会な

た、ケアマネやヘルパーの仲間を

マラソンで一緒に走るようになっ

40

愛は自転車に乗って

撮影／中島繁樹 構成／丹羽麻理

〜 年前に一度来ている

宿で最も古い居酒屋『どん底』へ。

宿食支援研究会」の代表として、

五島

新宿区を舞台に、自転車で患者の

多職種連携もされていて、医科や

今回は著書の『愛は自転車に乗

元へと駆けつける愛と情熱の物語

に由来しています。お客さんは役

五島

歳を過ぎたころに始めた

者や脚本家など演劇関係の人も多

だこです。今年で５年目に入られ

介護など幅広い方面から引っ張り

16

の一端に迫ります。

15

聞き手 伝多朗（デンタロー）

東京都新宿区新宿3-10-2
☎03-3354-7749
休／年中無休（年末年始は除く）
営／17:00～0:30（L.O.23:30）

歯談・食談
ふれあい歯科ごとう 代表 五島朋幸

どん底

焼酎ベースの名物どん底カクテル通称「ドンカク」。
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五島朋幸（ごとうともゆき）
ふれあい歯科ごとう代表。新宿食支援研究会代表。1965
年広島県出身。日本歯科大学卒業。1997年より訪問歯
科診療に取り組む。2003年ふれあい歯科ごとうを開設。ラ
ジオ番組「ドクターごとうの熱血訪問クリニック」パーソナリテ
ィーを努める。
（左）
『どん底』で60年近く愛されている「Ｍｉ
ｘピザ」
（1300円）は、たっぷりのチーズが人気の自慢の一皿。
そのほか、
「林さんライス」や「マッシュルームのプランチャ」、
「ピロシキ」など、老舗洋風居酒屋ならではの
国や時代を越えたメニューが幅広くラインナップしている。

引きつけたのでしょう。

いますが、何が先生を訪問歯科に

るのですね。困難も多かったと思

こられたネットワークが活きてい

伝多朗 訪問歯科に長年携わって

がまた楽しいんですよね（笑）

しています。終わった後の飲み会

くために、夜な夜な集まって勉強

れない。そうやって解決をしてい

士）やＯＴ（作業療法士）かもし

かもしれないし、ＰＴ（理学療法

しれないし、福祉用具専門相談員

に繋ぐ。その相手は歯科医師かも

伝わせてもらっているようですが

今は後輩の病院の健康相談室を手

囲気だったことを覚えていますね。

ですが、とてもアットホームな雰

往診について行ったことがあるの

いました。子どもの頃、２度ほど

正月でも呼ばれて往診に出かけて

な診療所を開業していたのですが、

ね。広島で整形外科医として小さ

五島 たぶん父親の影響でしょう

にあったのでしょうか。

るベースというか、ルーツはどこ

伝多朗 訪問歯科へ足を踏み入れ

歳で現役です。介護予防のため
そこに困っている患者さんがいる

いと（笑）

にも、まだまだ頑張ってもらわな

五島 （訪問を）
始めちゃったから。
からですね。大学の補綴科では痛
くて噛めない患者さんを数多く見

えると目標もたてやすく、自分の

にするために活かすもの。そう考

ましたが、技術は患者さんを幸せ

者を幸せにすることだと思ってい

た。若い頃は技術を磨くことが患

い、と思えるようになっていまし

ったことを一生後悔することはな

さんと接するうちに、歯医者にな

ったんだ」と実感し、多くの患者

が、こんなにも意味のあることだ

宅）に行って「入れ歯を治すこと

で連絡を取り合いながら、次の会

飲み干した五島先生。奥様と電話

カクテル「ドンカク」をボトルで

く語り、
『 ど ん 底 』の オ リ ジ ナ ル

合が控えているにもかかわらず熱

きます。この日、関連する別の会

で奮闘する日々は、これからも続

教科書やマニュアルがないところ

と、生きることを支えています。

や介護のかたち、口から食べるこ

脚で始めた訪問歯科診療は、家族

共に自転車をこぎ、まさに二人三

歯科医師で奥様の登世子さんと

実力も活かしやすいと気づかされ

合へと向かわれたのでした。

てきましたが、訪問で現場（ご自

たんです。
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83

2014年12月25日に新装版となった著書『愛は
自転車に乗って 歯医者とスルメと情熱と』
（大
隈書店）は、2007年に一橋出版から刊行され
た本を底本として最小限の校正を加えたほか、あ
とがき「変わったこと 変わらないこと」を追加して
いる。
この後、
「ドクターごとうの訪問歯科シリース」
として、第2弾、第3弾の出版も予定されている。

デジタルツールを用いた
真のスマイルデザイン

出版社としてスタート。その後、新聞、雑誌などのプリントメディアに加えてデジタルメディアも発行。現在、

Dental Tribune International（本社：ドイツ・ライプチヒ）は、2003年に月刊紙Dental Tribuneを創刊した

「CAD/CAM」はDental Tribune International発行の歯科用デジタル技術専門誌。

130種を上回るプリントメディアとウェブメディアは世界90か国、30言語で、65万人の歯科医に読まれています。

CAD/CAM（2014;4:6-10）

Dr. Eduardo Mahn, Gustavo Mahn (DDS, DMD, PhD, lecturer at the Universidad de los Andes in Santiago, Chile),
Dr. Gustavo Mahn (DDS, lecturer at the university Finis Terrae in Santiago, Chile), Dr. Carlos Cáceres (DDS, lecturer at Universidad
del Desarrollo in Concepción, Chile), Dr. Luis Bustos (DDS, lecturer at Universidad del Desarrollo in Concepción, Chile),
Dr. Christian Coachman(DMD, MDT, private practice in São Paulo in Brazil)

翻訳／株式会社メディカルトリビューン

■ はじめに
歯科材料と臨床手順は、この数
十年で劇的に変化した。恐らく、
この 年間に起きた主要な進歩は
インプラント学と接着歯科学の分
野だが、最も重要な変革はデジタ
ル歯科学の発展だ。これらの変化
は確かに、診断やいくつかの治療
手順を簡便にしたが、機能や生物
学的側面といった基本的な知識・
技術が必須なことに変わりない。
同時に、セラミックやコンポジッ
トレジンは大きく進歩し、患者の
審美的な要求を満たす一助となっ
ている。
■ 適応症

あればなおさらだ。

面や上顎正中線が顔面正中線から

る両側の中切歯に加え、確実に何

な正中離開と一部石灰化不全があ

レクトベニアを作っても意味がな
これらの適応症にとっての基本的

ずれている場合、結果は満足のい

臨床医が顔貌と歯科審美パラメ

図 の口腔内写真には、明らか
な前提条件となる。臨床医は実際

められる。

右の側切歯の大きな変色部位が認

らかの治療を要する下顎にある左
理解し、多くの専門分野にわたる
観点から症例に対応するための適

もう一つの重要な側面は、患者

患者と日常的な会話をしながらビ

ない要素を見逃さないためには、

治療計画で検討しなければなら
歯の大きさは、歯肉の審美性お

の“スマイル”と見栄えの適切な

デオを撮ることも大切だ。会話は

■ 写真
 による

よび顔貌の外観に応じて検討しな

分析だ
（図 、 ）
。写真を撮る時、

切な治療計画を立てる必要がある。

ければならない。もし、隣在歯と

2

適切な分析の重要性

くものにはならないだろう。

い。また、例えば傾斜した咬合平

図3

の症例が示すさまざまな
“課題”
を

ータを詳細に理解していることが、

図2

図1

3

20

に左右非対称ならば、美しいダイ

あるいは歯肉縁の最高点が明らか

カントゥアや質感が合っていない、

ラマンでなく、場所が歯科医院で

してや写真を撮る人がプロのカメ

人は恥ずかしがる傾向がある。ま

顔や笑いを呼び起こすことがある。

葉や馬鹿げた一言が時に自然な笑

患者をリラックスさせ、滑稽な言

1

24

デジタルツールを用いた真のスマイルデザイン

り笑いの写真の方で治療計画を立

顔の違いを示している。もし、作

撮影によって得られた自発的な笑

て得られた“作り笑い”と動的な

を提案、チーム内のさまざまな専

ジタル分析を基に治療オプション

し、数枚の写真の簡略化されたデ

これは顔貌から審美的問題を診断

イン（DSD）という概念がある。

とだ。デジタル・スマイル・デザ

5b）
。

の後に顔面正中線を確認する（図

り回転させたりし（図5a）
、そ

結ぶ線が水平になるまで動かした

真を画面の中央に位置して、瞳を

垂直の線を引くこと。つまり、写

想的なカントゥアを描く（図 、

a）
。図 bでは描いた線のみ

9
を示し、図 では 時の方向から

■ 従来
 法とデジタル・

真に重ねた。

分析に使い、先に分析を行った写

撮った写真を歯の唇口蓋的位置の

12

モックアップの比較

図11

図12

図13

入れ率を向上させることにもつな

を劇的に短縮し、患者の治療受け

できる。この方法はチェアタイム

たモックアップを制作することが

に作ることができるようになった。

グで誰でもこれらを簡単かつ迅速

のおかげで、わずかなトレーニン

」やアップル社の「 Keynote
」
Point
といった簡単に入手できるソフト

最近では、さらにこの方法を単純

h t t p : / / w w w . d i g i t a l

、 に示した。図 aで術前の

にしている。その結果の詳細を図

部分を重ね合わせる技術をベース

）が発売された。
smiledesign.com/
この方法は、前述の歯の特定の

ア（

ソフトウエ

図10b

マ イ ク ロ ソ フ ト 社 の「 Power 化 す る 新 し い

図10a

図 に、従来の写真撮影によっ

てていたら、この症例の不快なス
門家の間でのコミュニケーション

（図 、 ）
。上口唇線を引き、口

これらの写真を拡大して分析する

を写真に重ね合わせ（図5c）
、

真を画面の中央に動かして同じ線

次に、口角鉤を着けて撮った写

テインのある下顎側切歯を見逃し
を助けるというものだ。
最初のステップは、水平および

ていただろう。
■ デジ
 タル・スマイル・

角鉤を着けて撮った写真に重ね合

デザイン概念の応用

次のステップは、彼女の歯の詳

8
さらに、歯の寸法を測定し、理

）
。

わせて参考位置情報とする（図 、

図4

細に基づいた顔貌から分析するこ

7

11 10

治療の可能性と限界が明確にな

図9

14

6

ったら、デジタルでデザインをし

図8

D
S
D

9

10

がる。
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図7

13

図5b
図5a

図6

12

図5c

4

臨床医の指示に従って技工士が必

得して石膏模型が作製、その後に

その手順としてはまず、印象を採

ップに基づいて作製されている。

事前の技工作業によるワックスア

従来の間接的モックアップは、

この従来法に比べ、デジタル・

状況は写真を撮って分析がされる。

内で評価できる。一般的に新しい

き、臨床医は提案した治療を口腔

て患者は変化を確認することがで

を除去する。モックアップによっ

口腔内に適用し、数分後に余剰分

シリコーンガイドに盛り、患者の

（通常はビスアクリルベース）を

ルキュア型のコンポジットレジン

フロアブル化学重合またはデュア

が必要な場合には、選択はセラミ

望めないためにメジャーチェンジ

合のバランスが悪く良好な転帰が

与、複数の歯間離開、あるいは咬

トレジンを選択する。多数歯の関

であれば、われわれはコンポジッ

性、予知性が患者に提供できるの

セラミックと同様の審美性、耐久

本的な考え方は、低侵襲が根本。

最適かを検討する。われわれの基

を使用するのがその患者にとって

状況、図 bで従来のモックアッ

要な歯のワックスアップを行う。
モックアップの利点は写真よりも

プ、図 cでデジタル・モックア

次いで、そのワックスアップから

ップの顔貌を比べて確認すること
ができる。

真と重ね合わせて新しい歯の質感

の形態ができたら、患者の顔貌写

ンポジットシステムを理解するこ

用しているセラミックあるいはコ

も重要なのは、臨床医が自分の使

どのアプローチを選択しても最

ックの方に傾く。

印象を採得する。余剰は除去し、
はるかに簡便なことにある。最終

を作る。図 に見られるように、
で、それらを見分けることは難し

従来法とデジタル法の結果は同等

ンセプト、自然な見栄えのシェー

とだ。この症例では簡便な積層コ
ド、光沢の持続性を理由に、セラ

この方法は、初診時の口腔内写

、そ
ミックシステムは IPS e.max

い。
真やビデオがベースになっている。

してコンポジットシステムは IPS
エンプレスダイレクト（いずれも

）
。図

上顎の歯を形成して印象を採得

した。熟練したチリ・サンチアゴ

と形成から始める（図

は下顎側切歯の石灰化不全部位の

社）でこれらの部位の窩洞
Dental
形成を行い、リン酸エッチングを

分析を行い、必要であればチーム

社）を使用した。
Ivoclar Vivadent
両システムのシェードは類似して

が
の技工士である Victor Romero
作製した 本のべニアを図 に示
ゼンテーションの準備ができたら、

（ Ivoclar

行 っ た。 エ キ サ イ ト
使うことができる。
■ 実際の手技と最終結果
治療計画が患者に受け入れられ

図15

拡 大 写 真。 赤 色 の バ ー（ Komet

17
いるので、容易に つを合わせて

メンバーと症例検討を行う。プレ

16

視覚的に魅力ある方法で患者に治
療計画を提示する（図 ）
。
■ セラ
 ミックか

たら、できる限り保存的に治療が

コンポジットレジンか
最後に、セラミックかコンポジ

できるよう支台歯のデプスカット

社 ）をボンディング材
Vivadent
として使い、 IPS Empress Direct

1
D e n t i n Aと
1 E n a m e l Aを
O p t r a S c u l p t P a（
d Ivoclar

社 ）という新しい器具
Vivadent
を用いて適用した。

図 は、このタイプのセメントの

ストを使い、ベニアを試適した。

社 ）に含まれる特別に
Vivadent
設計したグリセリンベースのペー

した。 Variolink Estheti
c e m e n t a t i o n k（
it Ivoclar

20

明度がいかに劇的に変わるかを示

している。この工程は、特に つ

1

2

6

14

ットレジンか、いずれの修復材料

21
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図14c
図14b
図14a

F

14

14

26

デジタルツールを用いた真のスマイルデザイン

または つのべニアを歯面に乗せ

に術前（図 a）と、ベニア装着
時（図 b）
、同等の結果が得ら

アと下顎の側切歯 本のダイレク

明度を補正する必要がある時に役

れているデジタル・モックアップ
る。全ての修復物は顔貌によく調
）
。満足して自

和している（図

は カ月後のフォローアップ時
6

次にベニアを接着。最終結果は

の写真（図 c）も示した。図 、

トコンポジット修復物を示してい

2

に立つ。

て、隣在歯と合わせるために少し

22

22

の、上顎の 本のセラミックベニ

由に振る舞う患者を観察すること
ができた（図 ）
。

27

23

図21
図20

図22c
図22b
図22a
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25

26

3

図19
図18

図26

図25

図17
図16

図24

図23

22

2

図 に示されている。比較のため
22

雑 誌で「 歯 科 医の５人に１人 は 年 収

歯科の「過当競争」が叫ばれ、経済
チ』になれる職業です」と言い切ります。

と応えるなら誰でも『ワーキングリッ

らしい仕事。患者さんの願いにきちん

文・菊池恩恵

300万以下のワーキングプア」と報
講義では経営や生き方の話題も折り込

歯科を「なりたい仕事」 に！

道（2007年東洋経済）されるなど、
み「希望がもてた」
「将来が明るくなっ
た」と大好評を博しています。
といって、彼が目指すものは自費中

ことを世の中に示し、歯科を「なりた

ない。楽しく希望に満ちた仕事である

ない職業なのだろうか、そんなはずは

ならば、歯科は魅力のない、未来の

理念が貫かれているのです。彼は明る

理を超えた普遍的な「幸せ組」創造の

の中には「勝ち組・負け組」の競争原

医院をめざします」と語る相原氏の胸

ームデンティストとして百年続く歯科

心や拡大路線ではない地域密着型。
「ホ

い職業」のナンバーワンにしようと志

く、迷いなく語ります。

えた、あいはら歯科・矯正歯科。院長

良い職業のトップに選ばれている。日

で歯科医師が、医師や看護師を抑えて

大坂市都島区に開業して 年目を迎
の 相 原 克 偉（ あいは ら かつよ り ）氏

の『次の 年』のミッションなのです」
。

りたい職業』の１番にする、それが私

本でもできます。夢を持って、歯科を
『な

「アメリカでは100種類の職業の中

を立てた歯科医師がいます。

ところです。

割れ」という事態もまだ記憶に新しい

「私立歯科大の過半数が２年連続定員

歯科の将来への不安が広がっています。

No.1

（ ）は大阪大学の工学部から歯学部に
転進し、なおかつ 代半ば過ぎまでプ
ロのミュージシャンをめざした多彩な
経歴の持ち主です。
彼は2006年から専門の矯正を武

してみて欲しいです」

■ 編集後記

歯 科 業 界 の コ ミ ュニ ケ ー シ ョンマ ガ ジ ン

愛知県 Ｍ歯科様

べる」ことと直 結しています。
「 歯 談・食 談 」

ありがとうございます。
「生きる」ことは、
「食

福岡県 Ｈ歯科様

東京都 Ｕ歯科様

『 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。

号をありがとうございまし

本当の意味で「 生きる」こと、 そして、 それ

では、
「食べる（ 飲む）
」 という行為を通して、

「『デンタリズム』

た。
「 注 目の歯 科 医 師 」の記 事を興 味 深く拝

「 過去に記事として取り上げていただいた内容

るよう取り組んで参りたいと思います。

を支える歯科について一層の理解を深めていけ

見しました。 記事のコピーでもいいので、バック
ナンバーを見たいのですが」
埼玉県 Ｓ歯科様

三重県 Ｎ歯科様

岡山県 Ｉ歯科様

につきましては、ホームページなどでご紹 介い

『 デンタリズム』で取 材させていただいた内 容

取材先 大学関係者様

をホームページで紹介したい」

や業界関係者の元へお届けした後は、バックナ

刷・発送しております。 全国の開業歯科医院

『 デンタリズム』は、 毎号８万部～９万部を印

ンバーは 残って おり ませんが、 ホームペー ジ

と幸いです。

リズム号 数・紹 介 頁 数 ）を記 載いただけます

ただいても構いません。できれば出典（デンタ

（ http://www.dentalism.jp/
）上でデジタルブ
ックとしてアップされており、 各頁、 各号ごと
で内容をご確認くださいませ。

に印 刷 も 可 能となっております。 ぜひそちら

受け付けております。お電 話またはホームペー

協力を得たいというご相談につきましても随時

なお『 デンタリズム』では、 取 材 依 頼や告 知

ジの問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。

「ＣＡＤ／ＣＡＭの記事を２号連続で読みまし

営者）の意識や仕事場の環境も様々だと実感

た。いろんな歯科技工所があって、技工所（経

ルなどで、お問合せやご要望をいただきました。

そのほか、今号も多くの皆様よりお電話やメー

しましたし、 歯 科 技工が飛 躍 するかどうかの

岐 路に立っていると思いました。 これからも、

本当にありがとうございました。

歯科技工に関して紹介していって欲しいです」

号 と 連 続でＣＡＤ／ＣＡＭシステム

東京都 技工士Ａ様

号、

を用いた歯科技工で挑戦を続ける歯科技工所

〒 104-0045
東京都中央区築地 4-1-12 ビュロー銀座

器に、予防や美と健康を願う多様なニ

とらえて、できるだけ幅広く有意義な情報を

発行所／株式会社 金沢倶楽部

の取材を行いました。 今後も、 様々な機会を
お届けしていきたいと思います。

対 談とかインタビュー以上に、ここに登 場して

編集人／丹羽麻理

ーズに応え、一般歯科医でも取り組め
上げました。現在、第 回目が開催さ

る「プチ矯正のススメ」講習会を立ち

19

「 歯 談・食 談のコーナーが面 白いです。 普 通の

FAX 03-3544 -5934

れています。
「歯科は結果がすぐわかり、人間の最

10

19

いる先生方の表情がとてもイキイキしているよ

発行人／寺西秀樹

11

大の楽しみ『食べる事』に一生に関わり、

http://www.dentalism.jp

19

うに思います。これからも楽しみにしています」

［デンタリズム］

18

「地方（お問い合わせの先生の地元）でも実施

TEL 03 -3544 -５９３９

17

ありがとうと感謝していただけるすば

「地域密着でみんながハッピーになる100
年医院を作ります」
と相原克偉氏（左）
と。
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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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