今年も、よいお年でありますように。
私、実は元旦生に生まれまして、毎
年お正月になりますと、ひとつ年を取
ります。今年は 回目。 度目の年男、
干支が巡ってきました。
日々の診療に追われておりますと、
あまり実感も無いのが本音です。自分
としては、まだ数年前に大学を卒業し
たようなそんな感じです。そこが問題
かもしれませんが…。

実際、気は若いつもりですが、身体
は正直に、年齢は重ねてきています。
風呂上りの鏡を見ますと、お腹はぽっ
こり、すっかり中年のオジサンとなっ

大学を卒業して歯科医師になった
ばかりのころは、 代、 代の先生方
は立派な紳士といいますか、大人とい
いますか、自分とはまったく違った完
成された人格者といったイメージが
ありました。とても追いつけない、雲
の上の存在に感じます。
いったい、私はあのような先生方の
ようになれるのかなと。内心、あきら
めに近いような気持ちを抱いていた
ものです。今の自分を省みてみますと、
とてもとても、先輩方の足元にもおよ
んでおりません。まだまだ、迷ってば
かりの今日この頃です。

4

50

48

40

ております。メタボが心配になってい
ます。
年間には、思っていた以上に山や
谷があったことが思い出されます。
「死ぬかもしれない」と思った経験い
たしました。５年ほど前、左目の手術
で 週間ほど入院したときです。術前
は悪性の場合も考えられました。当初
は「これで人生が終わるかもしれな
い」と弱気にもなりました。当時は、
長男が生まれたばかり。なんとしても
生きていたいと思ったものです。幸い
腫瘍ではなく、鼻の蓄膿症が目の後ろ
に及んだものでした。あまりないケー
スのようですが、本当に命拾いをした
と思いました。妻には大変心労をかけ
ました。
私の入院に際し、先輩や後輩の先生方
が診療所を支えてくれました。涙が出
るような思いとはこのことかと実感
しました。
私の父が胃がんを初発したのが
歳のときでした。今、自分もそんな年
になってきたのだと思うと、感慨深い
ものがあります。健康はやはり大事で
すね。毎日を、大事にしたいです。恵
まれている今の境遇に、本当に感謝し
ております。患者様、スタッフ、そし
て家族、本当にありがとうございます。

定期健診の重要性について
重要性について］
［定期健診の
について］

48

当医院では、毎年１５０本以上のイ
ンプラント診療を行なっています。最
インプラント周囲炎」
近になって、
「インプラント周囲炎
周囲炎」の

患者さんが何人か見えています。イン
プラントは、虫歯にはなりませんが、
歯ブラシが不十分になると汚れが歯肉
とインプラントの境目から内部に侵入
していき、インプラント周囲の歯肉が腫
れていき、最終的に歯周病と同じ状態に
なります。日ごろのお手入れ、定期的
な検診は治療後も必須なのです。

歯周病で周りの骨
が溶けてしまう

ある患者さんのインプラントは、イ
ンプラント周囲炎が進行してしまい、
インプラントを除去（抜く）しなけれ
ばなりませんでした。せっかく綺麗に
入っていたのですが残念です。気づい
た時には手遅れという状況の方が多い
のもインプラント周囲炎の特徴です。同
じことはすべての歯科治療に言える
検診は必要
ことなのですが、定期的
定期的な
定期的な検診は
です
です。忘れずお越しください。

インプラント治療後

48

2
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今年もよろしくお願い申し訳あげま
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後輩の結婚式にて

加藤歯科医院 第 33 号
口福な
口福な生活を
生活を応援する
応援する院内新聞
する院内新聞

役に立つ歯のおはなし
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溶ける原因になります。
そして、 ～ 代ではさらに歯ぐき
が下がり、歯の隙間が増え、ますます食
虫歯
べ物がつまりやすく、根に虫歯が増えや
接触してい
すくなります。特に入
入れ歯と接触してい
る間も虫歯になりやすいのです。

50

60

正しい歯の磨き方
虫歯を予防するには、第一に正しい歯
の磨き方を習得することです。まずは、
歯ブラシを歯に半分、歯ぐきに半分の位
置に当て、小刻みに横に動かし、１～２
本ずつ磨いていく。時間をかけて丁寧に
やりましょう。どうしても下の奥歯の内
側と、上の奥歯の外側に磨き残しができ
るので、気をつけましょう。
歯ブラシに関しても、今年 月に配布
したニューズレター（ 号）で取り上げ
たようにお口の状態によって硬さを選
ぶようにしましょう。
また、歯の間の歯垢や食べ残しを取り
除くのに、日本ではあまり使われていま
せんが、歯間ブラシやデンタ
ルフロスが有効です。特に歯
の隙間が広がっていくと歯垢
がたまりやすくなり、歯ブラ
シだけでは磨きにくくなりま
す。使い方は簡単なので、自
分に合ったものがわからない場合は、歯
科衛生士さんにご相談ください。
歯磨き以外でも、生活習慣の改善も必
要となります。砂糖の取りすぎに注意し
たり、規則正しい食事、間食をしないな
どで口の中にきちんとした休息時間を
設けるようにこころがけましょう。

31

11

治療していても油断大敵
治療していても
していても油断大敵
大人の虫歯
大人の

10 17
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子どもの虫歯では、健康な歯の表面の
エナメル質や隣の歯との隣接面が侵さ
れることが多いのに対し、大人によく見
られるのは、かつて治療した歯が再び虫
歯になるケースです。「子供の頃に一度
治療しているから、神経もとったので虫
歯になるはずはない」などと勘違いして
いる人もいるかも知れないが、実はこう
した治療済みの歯こそ、大人で虫歯にな
るリスクが高い要注意の歯なのです。そ
次虫歯」といいます。一度虫歯
れを「
「２次虫歯」
になった歯は、歯磨きの仕方や歯並びに
問題があって、どうしてもまた虫歯にな
りやすいのです。昔の治療で入れた詰め
物と歯の間にできたすき間などから菌
が侵入して虫歯ができるため、気づきに
くいのが進行をすすめる原因ともなり
ます。特に神経を抜いた歯であれば、痛
みもないままで、かなり奥まで進行して
初めて気づくことにもなります。歯の詰
め物がとれたり、ゆるんできたような場
合、何らかの問題が起きている可能性が
あるので、必ず歯科医を受診しましょう。
また、大人の歯は年代別に
も異なるリスクがあります。
まず 代。歯
歯と歯の間にで
きる虫歯にとくに気をつけま
きる虫歯
虫歯
しょう。歯の隙間は歯垢が残
りやすく、それが５～ 年か
けてゆっくりと進行して虫歯になりま
す。また、 ～ 代で歯ぐきが下がり、
虫歯
歯の根の所が虫歯なりやすくなります。
～ 代になると、奥歯
奥歯が
奥歯が磨り減っ
がつまりやすく
て、食べ物がつまりやすくなり、歯がつ
まった酸性の食べ物や飲み物によって
40

子供よりも大人
子供よりも
よりも大人
年末年始はいかがお過ご
しでしたか。寝正月といかな
いまでも、普段とは違う生活
で、いつもならする歯磨きも忘れがちに
なっていなかったでしょうか。
今、虫歯は子供よりも大人で問題とな
っています。この 年で小学生以下の虫
歯を持つ人の比率は激減しました。しか
し、平成 年の厚生労働省の調査では、
５歳以上 歳未満の年齢階級では現在
歯（健全歯、処置歯、未処置歯の全てを
含む）に対して虫歯を持つ人の割合は
・ ％でありましたが、 歳以上の
各年齢階級で９割以上にのぼったと報
告されています。ということは、成人の
ほとんどが虫歯を経験しているという
結果となります。
この調査では、１歳以上の人で、毎日
歯をみがく者の割合は９割であり、また、
毎日複数回歯みがく者の割合は近年増
加しているとされています。その中でも、
虫歯のある人の割合に変化があまり見
られない原因の中には、年代ごとのケア
や正しい歯磨き法ができてい
ないことがあげられます。
まずは、正しい歯磨き法を再
確認し、できるだけ口腔ケアで
虫歯予防をしていきましょう。
6

虫歯になりやすい歯
とは？
虫歯になりやすい
になりやすい歯とは？

14

シェーグレン症候群と云う症候群をご存知ですか？
シェーグレン症候群
症候群
この症候群は、唾液の貯蔵庫である唾液腺が萎縮して唾液が出なく
なったり、涙腺に障害がでて、ドライアイになったり、目がかゆくなる
というものです。当医院を受診される方にもまれにいらっしゃいます。
では、このシェーグレン症候群とはどのようなものなでしょうか？
主に４０代以降の中年女性に発病する涙腺と唾液腺を標的とする臓
器特異的自己免疫疾患ですが、全身性の臓器病変を伴う全身性の自己免疫疾患で
もあります。原因は遺伝的要因、ウイルスなどの環境要因、免疫異常、更に女性ホル
モンの要因が考えられていますが、これらの４つの要因が複雑に関連し合って発症する
ものと考えられ、どれか一つの原因で発病するわけではありません。難しくてわかり
づらいかもしれませんが、簡単にいうとリューマチのような自己免疫疾患で、自分の
免疫が、自分自身の身体を攻撃してしまい、それによって、自分の免疫が、唾液腺
を攻撃してしまうという病気です。厚生省研究班のデータでは、１年間に病院など
を受療した患者さんは一万五千～二万人とされました。しかし、潜在的な患者さん
を含めると、この数よりも多いことが推測され、アメリカのデータを当てはめると
～ 万人と推定されることもあります。関節リウマチの患者さんの約 ％にシェー
グレン症候群が発症します。
年齢や性別によって違ってきますが、シェーグレン症候群の患者様のお口の中を見
ると、本当にカラカラに乾いています。そして、管理を怠るとすぐに虫歯になって
しまいます。本当に凄い勢いで虫歯になってしまうので、私自身、とても驚いた事
があります。なので、お口の管理がとても大切になります。
また、舌苔が付着しやすいので、口臭の原因にもなってしまいます。
ただ、ここで間違っていけない事があります！！当院に受診される患者さんの
中には、自分自身がシェーグレン症候群では？？と思い、とても気にされている方
がいらっしゃいますが、シェーグレン症候群は、比較的まれな症候群で、ほとんどの
お口の乾き（ドライマウス）の原因は、身体、心理面双方のストレス由来や、咀嚼機
能低下によるものです。もしくは、加齢によるものです。正式な診断が出る前に、
シェーグレン症候群かな、とあまり心配せずにまずは、専門病院や総合病院で検
査を受けられてください。
現状では根本的にシェーグレン症候群を治癒させることは出来ません。したがって治
療は乾燥症状を和らげることで悪化を防いでいくしかありません。毎日の点眼、口腔
清潔を心がける必要があり、バランスのとれた食事、適度の運動、ストレスを取り除く
等の注意が必要です。
30

20

10

そろそろ入学や入社、新たな生活に向けて
部屋探しを始めている人もいらっしゃる事で
しょう。せっかくだからキレイなところがいい、駅に近くて
通勤や通学に便利なところがいい、一人暮らしはお金がかか
るからなるべくなら安いところがいいなど、いろいろ希望は
あることでしょう。理想的な部屋探しはなかなか難しいもの
シェアハウス」です。
ですが、今回おすすめしたいのは「
「シェアハウス」
「シェアハウス」というのは、一般的に、家族・恋人では
ない、他人（知らない人）同士がひとつの家や部屋を共同で
使うということです。海外では多いこのスタイルですが、最
近日本でも多く存在します。日本のシェアハウスでは一軒家
や元社員寮のようなところを改装したところを利用している
ところが多く、とくに、最近のシェアハウスは外国人と一緒
に住めたり、女性専用のものがあったり、流行のデザイナー
ズマンションに住めたり、アトリエがあったりと個性的なと
ころも多く、選択肢も広がっています。一緒に住んでいる人
同士でイベントを開いたり、語学の勉強のためにシェアハウ
スを選ぶ人もいるので、一人暮らしは寂しい、心配という人
にもお勧めです。自分個人のスペースもきちんと確保されつ
つ、広い共有スペースが使え、一人暮らしとは違い、さまざ
まな人と一緒に住むことで学校や職場とは違った交流がはか
れ、しかも、敷金・礼金が不要のところも多く、家具もつい
ているので引っ越す際に負担も減り、家賃や光熱費など費用
の負担も同じ場所で一人暮らしするよりも安く済みます。
もちろん一定のルールはあり、自分勝手に何でもしていい
という事はないので、自分の時間や空間を大切にしたい人に
は不向きかもしれません。しかし、生活費を節約できつつ、
新しい生活をエンジョイしたい人は全国でいくつもあるので
考えてみてはいかがでしょうか。
［主なシェアハウス・情報サイト］
・ ジークプラッツ http://www.siegplatz.com/
・ ルームメイトカフェ http://www.rmcafe.jp/
・ シェアノサイト http://www.sharenosite.com/
・ みんなのいえ http://www.share-house.jp/
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南アフリカ
アフリカ ケープタウンへの
ケープタウンへの旅
への旅
アフリカ
が今回紹介する南
南アフリカです。
サッカ

います。その一大イベントが行われるの

大イベントがいよいよ始まろうとして

ーファンにとってはもう待ちきれない

り取られてテーブルみたいに平らにな

かい部分が雨風で削

テンは地盤のやわら

ン」。テーブルマウン

「テーブルマウンテ
テーブルマウンテ

ていると思ったのが、

な南アフリカを現し

なあざやかでポップ

にしています。そん

音楽やジャズなどでも音楽でも華やか

なアートや建物が町中を彩り、伝統的な

多種多様の人種の国でもあり、音楽やア

ーに興味がない方も一度は学校の授業

った地形でケープタウン以外でもギア

街で出会った子供服

ケープタウンの絶

で「アパルトヘイト人種隔離政策」を行

ナ高地などにも見られます。ケープタウ

２０１０年のワールドカップの開催

っていたところとして、南アフリカの名

ンでは、市街地からもどかーんと居座る

フリカの動物が手書

ートとしてもその個性を発揮していま

前を聞いたことがあるかと思います。あ

テーブルマウンテンがきれいに見え、雲

きされた服たちは見

景スポットとしても

まりいいイメージが少ないかもしれま

がテーブルクロスようにかかる時もあ

ているだけ、気分ま

国をご存知でしょうか。先月、一次リー

虹色の国」
せんが、
「虹色の

り、その雄大さは圧巻です。ケーブルカ

で明るくなるよう。

す。南アフリカの自然と同じくカラフル

へ 生 まれ 変 わっ た

ーもあり、テーブルマウンテンの上から

う一つ有名なのが、

南アフリカは、アフ

見る景色もケープタウンの景色が一望

グの組み分けが発表されるなど、サッカ

リ カ 諸国 の 中で も

でき、登る価値ありです。

の一つが、野生動物が多く住んでいるこ

ケープタウンのお勧め観光スポット

さより近年日本でも多く飲まれていま

第三世界のワインとしても、その質の高

やっぱり南アフリカといえば、ワイン。

「Far Flung」。南ア

類 ま れな 文 化と 自
然 あ ふれ る 魅力 的
な場所です。

す。意外なのが、南アフリカが

望峰」は、険しい岸壁
望峰」

と太平洋を隔てる「喜
喜

毎年多くの観光客が訪れる場所。大西洋

に恵まれ、インフラも整っているここは

あるケープタウンは、アフリカでも気候
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ンですが、第三世界のワインらしく２～

フルーティーで見た目もきれいなワイ

ているヨーロッパでも人気の白ワイン。

リエル」も名門のワインナリーが手がけ
リエル」

らワイン作りが盛んで、
「ハート
ハート キャブ

世紀か

こでも一番近くに野生のペンギンが見

が続く国立公園の中

ンギンもいたりと目

南アフリカ共和国でさらに最南端に

にあり、丘の上から眺

観戦しなが

みては。

ら楽しんで

が離せません。

「虹色の国」といわれる南アフリカは、

める海の色が両大洋
で違って見える絶景
スポットです。
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