フィクスチャー
（インプラント本体）
アバットメント（土台）
上部構造（被せ物、補綴物）

加藤歯科医院の院長、加藤 義浩です。
先月、韓国のセミナーに行ってまいりま
した。今回で３回目 EBI インプラント
のセミナーです。台風で直前まで行ける
か心配でしたが、毎回、本当に進歩して
いる研修会で行けてよかったです。
当院でも採用している EBI インプラ
ントは、プラットホーム・スイッチング
（後述）の考え方で考案されているイン
プラントです。私が思うに現在の所、一
番理にかなっているインプラントシス
テムでしょう。新しいものではあります
が、症例といいますか、ケースの蓄積も
かなり進んで、安心して使えるインプラ
ントとなっています。
ここで、プラットフォーム・スイッチ
ングとはどういうものなのか説明した
いと思います。
さて、インプラントは、大きく分けて
３つの構造（パーツ）からできています。
①
②
③

現在主流になっているインプラント
のシステムで、システム上、重要なのは
１と２の部分なのです。フィクスチャー
は実際に骨に植え込む部分。もう一つの
部分、アバットメントは歯ぐきから上の
部分です。そして、フィクスチャーとア
バットメントの接合部分、これをプラッ
トホームとよんでいます。
インプラントは、必ずどこかの部分で

また、プラットホーム・スイッチング
では、接合部が内側に設定されるため、
インプラントと骨との接合部が粘膜で
覆われ、結果、歯肉の厚みが増えること
になります。 歯肉の厚みが増えると血
流量も増え、細菌に対する粘膜の抵抗力
も増える。これで、骨の吸収を防ぎ、歯
肉の退縮も防ぎ、審美的にも機能的にも
インプラントが長持ちすることにもな
ります。

これは、インプラントの治療（施術す
る側）でないとわかりにくい話かもしれ
ませんが、今後インプラントのシステム
の大きな主流となる、設計の基本理念と
なると思います。

全国健康保険協会より以前は毎月一度、被保険者証の
提示をお願いしておりましたが、無資格診療を防止す
るために、今後診療時には毎回
毎回、保険証の提示をお願
毎回
いすることとなりました。
受診の際は保険証の持参をお忘れないようお願いしま
す。また、保険証が確認できな
い場合、治療費を全額負担して
いただく場合もありますので、
予めご承知おきください。

骨の中から歯ぐきの粘膜部分が貫通し
なくてはなりません。実はここがインプ
ラントの弱点部分です。虫歯にはならな
いインプラントですが、きちんとケアを
していないと「インプラント周囲炎」と
呼ばれるいわゆるインプラントの歯周
病となるからです。
これを防ぐために一つの考え方とし
て、この歯肉の貫通部分をなるべく小さ
くしようといった考え方が出てきまし
た。
乱暴な説明ですが、インプラントとア
バットメントの接合部分に「くびれ」を
作ったのです。結果この方式のプラット
ホームには、ほかにも色んな利点が有る
ことが分ってきました。
インプラント手術を受ける患者
様にとっての大きなメリットのひ
とつが先ほど説明したインプラン
ト周囲炎へのリスクが減るという
ことです。
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加藤歯科医院 第 54 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

部分入れ歯

歯がなくなった場合に、残っている歯に金属のと
めがねをかけることによって、歯がなくなった部
分を回復する方法で、取り外し式。

インプラント

歯を失ったあごの骨に人工歯根を埋め込んで、
天然歯のかわりをさせる方法。

総入れ歯

全部の歯がなくなった場合の入れ歯のこと。総
義歯または、フルデンチャーとも呼ぶ。
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しっかり噛むために
しっかり噛

両隣の歯を支えにして、なくなった歯を回復する
方法。

ないよう、不具合がある時は、早めに歯
医者さんにご相談ください。
また、入れ歯や義歯は汚れがつきやす
く、隙間に食べ物のカスがたまります。
放っておくと口臭の原因にもなるので、
いつも清潔にしておきましょう。
歯や入れ歯の状態を良くして、口元を
整えることは、バランスの良い食事、適
度な運動、楽しいコミュニケーションと
いう、元気で過ごす
ための大切な条件の
どれにもよい結果を
もたらします。口元
を整えることは、
「そ
の人らしいきれい
さ」を引き出します。

ブリッジ

けたら入れよう
歯が抜けたら入

します。
また、抜けた歯をそのままにしている
と、あごの骨も吸収されてしまい、イン
プラントを入れることができなくなっ
たり、入れ歯にする際も安定が悪くなり
ます。しかも、歯が抜けて、そのままに
していると、歯が抜けてできた余分なス
ペースに、
「噛み合う歯」を「失った歯」
や「隣接する歯を失った歯」は少しずつ
移動していきます。そうなると、治療を
したくなっても、治療が難しくなり時間
も費用も余計かかってしまいます。
加えて、細菌が入ってきて、歯ぐきが
腫れたり、膿がたまったりします。それ
だけでなく、食べかすがたまり、口臭の
原因にもなります。
残った歯の寿命にまで影響し
てしまうのです。歯が抜けて
しまったらそのままにせず、
代わりになるものを入れて
骨の吸収や他の歯への悪影響
を防ぐ必要があります。
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義歯と上手に
上手に付き合うコツ
義歯と
抜けた歯の代わりには、インプラント
や義歯など状態によってさまざまな治
療法があります。ご自身の希望や歯の状
態によって変わりますが、義歯を選択し
た場合、義歯の装着にはじめは抵抗を感
じるかもしれません。
違和感から外してしまう事があるか
もしれませんが、最初は食事の際だけ外
すなどしてもしょうがありませんが、残
っている歯を保護し、歯がずれてこない
ために装着していることを理解し、つい
はずしてそのままに、ということになら

歯を失ったときの治療法
ったときの治療法

抜けた歯をそのままにしておく
と･･･
虫歯や歯周病など
で歯が抜けた場合、
痛みがなくなったり、
噛めるようになると、
そのままにしてしま
うケースがあります。
当医院でも忙しさで治療を途中でや
めてしまう患者様がいらっしゃいます。
しかし、それは歯だけでなく健康にも害
を及ぼすおそれがあります。
一番大きなリスクは、他の歯に負担が
かかるということです。
人の歯は親知らずを除くと上下左右
で計 本が基本です。１本や２本なくて
もたいして変わらないだろう
と思うかもしれません。で
も、考えてみてください。
歯で噛むことを綱引きにた
とえてみると、 人から４
人抜けて 人で戦ったら
大変でしょう。それと同じ
なのです。
すべての歯が噛める状態だと、歯ひと
つひとつに均一力がかかりますが、歯が
抜けていると抜けている歯の部分にか
かる力が分散して両側の歯に余計な力
がかかり、そのせいで健康だった歯が割
れてしまったり、変に圧力がかかり両側
の歯が空いている部分へ倒れてきたり
28

お口は健康の
健康の窓口。
窓口。

お口の病気は、心臓や腎臓、目など、からだの色々なところの病
気の原因となります。一方で、全身病のひとつである糖尿病は、歯の
まわりの組織の抵抗力がとても弱くなり、少しお口が不潔になっただ
けでも簡単に歯ぐきの炎症が広がりやすくなります。また、歯を失うと
噛む力が弱くなり、脳の神経が活発に働かなくなって老化が進み、寝
たきりや老人性痴呆症になることもあるといわれています。年をとれ
ば唾液が少なくなるため、よく噛んで唾液を多く出すことが消化を助
け、老化防止にもつながります。

ついつい安いと大量に買ってしまったり、使う予定がないのに買ってし
まって、食材を無駄にしてしまうことありませんか。エコでもないけど、
家計にとっても無駄ですよね。
でも、無駄にしなければ、節約になるので、少しでも食材を長持ちさせる
コツを紹介します。
水分を元に戻す
１．水分を
レタスやほうれん草、セロリは、冷たい水に浸すと鮮度が復活する。そのあと、よく乾か
すこと。大葉は小瓶に水を入れて切り口を浸けてふたをして冷蔵庫に入れておく。
隔離する
２．隔離する
リンゴは、水分が保てるように穴を開けたビニール袋に入れ、腐ったところと分けて保管
。ただし、熟すのが早くなって
する。寒冷地なら、ガレージなどの場所に保管するのも
しまうので、他の果物や野菜とは隔離すること。
冷蔵する
３．冷蔵する
ベリー類・ぶどう・さくらんぼ・アプリコットなどの果物や、ブロッコリー・アスパラガ
ス・レタス・マッシュルーム・とうもろこしなどの野菜は、冷蔵保存が適している。ねぎな
どは冷蔵庫で保管する際も立てて生育している状態にするとよい。菜っ葉ものなど、湿らせ
た新聞紙にくるんでビニールにでも入れておく。
冷凍する
４．冷凍する
桃やピーマンは悪くなる前に、冷凍しよう。ゆでたり、切ったりと下処理をしておくと、
ほとんどのものが冷凍保存が可能。きちんと包装されていれば、数ヶ月は持つ。生のまま冷
凍することで、食感が変わり、新たなおいしさを発見できる。また、下準備をしたものは、
調理の手間が減り、時間短縮にもつながる。
チルドする
５．チルドする
じゃがいもは、地下や物置など、涼しく、乾燥した場所だと、長持ちする。
乾燥させる
６．乾燥させる
薄く切ったダイコンやニンジン、キノコを洗濯ばさみでつるしたり、ざるの上に乗せたり
するだけ。もちろん、専用の干しかごを使って、ベランダなどにつるしてもいい。大切なの
は、食材全体に 空気が当たり、風通しを良くすること。何日ぐらい干せばいいという目安は
ない。カビさせず、これ以上小さくならないというところまで乾いたらＯＫです。洗濯物が
乾く部屋なら、室内でも乾物を簡単に作れる。
呼吸」させる
７．「呼吸」
玉ねぎやにんにくは、外気に当てるようにしよう。ビニール袋に入れたままとか、狭い収
納に押し込めるのは
。
N
G

O
K
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十五夜の中秋の名
月についで美しい月
とされていて、日本ならでは習慣です
が、十五夜から約 1 か月後に巡って
くる十三夜のお月見を昔から大切に
していて、十五夜または十三夜のどち
らか一方しか観ないことを「片見月
片見月」
片見月
と呼び、縁起が悪いこととしていまし
た。
また、十三夜には栗や枝豆を供えるこ
とから「栗名月
栗名月」
豆名月」ともいい
栗名月 「豆名月
豆名月
ます。

秋は豊かな作物が
実る季節。豊作祈願と収穫感謝のお祭
りが各地でおこなわれています。
埼玉でも関東最古の大社「鷲宮神社」
にて、秋の関東神楽の源流といわれ、
国の重要無形民俗文化財である神楽
「土師一流催馬楽神楽」が奉納されま
す。五穀豊穰を感謝し崇敬者の家内安
全、身上安全を祈る祭典で、秋の夜長
に伝統芸能を鑑賞はいかがでしょう。
2011 年 10 月 10 日（月・祝）

1日
9日
24 日
31 日

発行元

桜紅葉 柿紅葉

TEL･FAX048-543-6600

加藤歯科医院

銀杏黄葉

衣替え
寒露
十三夜
霜降
ハロウィン

月見団子
栗ご飯
かぼちゃ
の菓子

秋川市を代表する「しょうが祭り」では、例年厄除けの生姜
が売られているそうですが、季節の変わり目である 10 月は
風邪を引きやすい季節でもあり、生姜は血行促進や抗菌作用
もあり風邪予防に効果的です。食べるだけでなく、生姜をす
り絞り汁を湯にいれ、薄くスライスした生姜もいれれば、
「し
ょうが湯」の出来上がり。体の芯から温まります。
お風呂を楽しむ「湯の国」

櫨紅葉

秋は、たくさんの山の幸が旬を向かえます。山
へ紅葉狩りにいくと、豊富なきのこや柿、りん
ごに栗など旬の味も堪能できそうです。
＜超簡単旬レシピ＞
マヨしいたけ
マヨしいたけ しいたけの軸をとり、そこにマヨ
ネーズと明太をあわせたものをぬり、オーブン
トースターで焼く。他にもねぎをきざん
だものマヨネーズと合わせて焼いても。ツナな

秋晴れ
秋晴れ：湿度が低く、すがすがしい晴天のこと。
長くは続かないことから「女（男）心と秋の空」
とたとえられます。
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行事食

(かんなづき)
時雨月・神去月
日本中の神様が、出雲の国（島根県）に
集まり会議を開き、他の国には神様がい
なくなってしまうことから「神無月」と
呼ばれてきました。神様の集まる出雲の
国では「神在月（かみありづき）」と呼
ばれています。
季節：晩秋 二十四節気：寒露から立冬

紅葉にまつわることばいろい
紅葉にまつわることばいろいろ
にまつわることばいろいろ
錦秋：紅葉があざやかな織物のような美しさを見
せる秋のこと。
紅葉狩り（もみじがり）
：山に出かけ、紅葉の美し
さを楽しむこと。
山粧う（やまよそおう）
：秋の山が、紅葉によって
美しく色づく様子。
照葉（てりは）
：秋の陽射しを受けて、照り輝く紅
葉のこと。
初紅葉：その秋初めて目にする色づいた紅葉。

楓紅葉

行事・
行事・暦

先月は、中秋の名月が久しぶりにはっ
きりと見え、絶好のお月見でしたが、皆
さんもお月見なさいましたか。
秋は食べ物に紅葉、五感で季節を味わ
えるとき。暖かくして散策に出かけてみ
ては。ちなみに今年も十月下旬より秩父
では紅葉が見ごろになるそうですよ。

10 月
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