
 

 

□ 歯ぐきに赤く腫れた部分がある。 
□ 口臭がなんとなく気になる。 
□ 歯ぐきがやせてきたみたい。 
□ 歯と歯の間にものがつまりやすい。 
□ 歯をみがいたあと、歯ブラシに血がついたり、 
すすいだ水に血が混じることがある。 

□ 歯と歯の間の歯ぐきが、鋭角的な三角形ではなく、 

●チェックが 3～5 個以上・・・初期あ
るいは中等度歯周炎以上に歯周病が進
行しているおそれがあります。 

まず、歯磨きの仕方を見直しましょう。

●チェックがない・・・これからもきち
んと歯みがきを心がけ、少なくとも１
年に１回は歯科健診を受けましょう。 
●チェックが 1～2 個・・・歯周病の可
能性があります。 

□ 指でさわってみて、少しグラつく歯がある。 
□ 歯ぐきから膿が出たことがある。 

おむすび形になっている部分がある。 
□ ときどき、歯が浮いたような感じがする。 

歯周病セルフチェック

1. 12 月、1 月と大掃除、忘年会、新年会など忙しい日々が続き、体調を壊したり、歯磨きもさぼり
がちになると思います。「そんな時は要注意！！」このチェックをしてみましょう。 

9 月からインプラントと歯周病の講習会 3 ヶ月コースを受講してき

ました。インプラントの講習会では、より安全・安心なインプラント治

療を、歯周病の講習会では歯周病の診断からそれに応じた治療法まで最

先端の技術を学ぶことができました。特に予防歯科で世界的に有名なス

ウェーデンイエテボリ大学の予防法はとても勉強になりました。 

また、12月４日に院長と大阪で行われたほんだ式口臭外来の合同研修会にも参加 

してきました。約300の提携クリニックが集まり、口臭治療の取り込み方について本田先生 

より講義を受けました。終了後は、毎年恒例の通天閣で串カツを食べて帰りました。 

当院では、インプラント、歯周病、口臭外来をはじめ、様々な治療法をご提案することが 

できますので、お気軽にご相談下さい。三木
 

 

先日、さんまのほんまでっか TV に口臭のプロとして出演した本多先生 

元奥羽大教授岡本先生とDr.三木 →

 



 

 

 

乳歯列期の理想の歯並びって？ 

 

よくかむことであごは育ちます 

 

最近の子どもの喜ぶファストフードな
どの食べ物は食べやすくするために油
や水分が多く加工されています。 
このような食事は｢かむこと｣に鈍感に
なります。口をたくさんうごかせるよう
な食事を選びましょう。 
 

 

シリーズ 

パート（１） 

１本１本の乳歯のすき間があり、永

久歯がきれいに並ぶだけのスペース

があります 

このような状態を目指しま
しょう 

乳歯と乳歯の間にすき間がな

いと・・・ 

一見きれいな歯並びなので｢歯並びが

いいね｣と言われそうです。けれど、歯

と歯の間にすき間がないため、永久歯

の生えるスペースが確保できません。

乳歯にすき間がないと 95%は歯並びが
悪くなると言われています。 

乳歯の段階ですでにﾃﾞｺﾎﾞｺ
だと・・・ 
乳歯でさえ並びきらないあごなの

で、永久歯の歯並びはほぼ確実に悪

くなります。大人になったらと言わ

ず、すぐにでも当院(先生やｽﾀｯﾌ)に

相談して下さい。 

子どもの体はまるで粘土みたい！ 

 悪い例 
立ったときの姿勢が片側に傾いている子どもがいます。口の中
を見ると多くの場合、歯の正中線（上下の前歯の中心線）がど
ちらかにずれています。その子の生活の中から原因が見えてき
ます。 
・テレビの方を見ながら食事をしている。 
・テレビを見る時、本を読む時頰づえをついて、顔をどちらか
に傾ける 
・寝る時に必ずどちらか片方の頰を下にしたり片側咬み等 
｢それだけのことで、あごがずれちゃうの？｣と驚くかもしれま
せんが、毎日 365 日分積み重なると膨大な時間となって体に蓄
積されていってしまうのです 

良い例 

姿勢の悪さが原因でかみ合わせに問題が
出ているケースでは、原因を取り去って
姿勢をまっすぐにする訓練をすると、姿
勢の悪さはもちろん、あごのずれも軽減
してきます。 
まさしく、子どもの体は粘土のよう、生
活習慣を正しくするだけで、どんどんい
い方向に成長します。それは、子どもの
姿勢を見ている親にしかできない仕事で
はないでしょうか。 

 



 

 

 

 
 

第３回国際歯科シンポジウムに参加して 

10月に東京で開催された講習会に行ってき
ました。私は、ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導方法について聞き
ました。 
毛先磨きが大切で、歯面にしっかり当てれば4
～5回することで汚れは落ちること、歯の曲面
に合わせて、歯ﾌﾞﾗｼの向きを変えて歯みがきを
することなどです。 
また、ﾗｲﾌﾞ形式でやってもらい歯肉の変化が
すごくわかりやすかったです。自分の指導方法
に活かしていきたいです。助川 
 

宇都宮マラソンに参加して 

11 月 20 日（日）に佐藤さん、西村
さん、小池の３人で参加してきまし
た。 
佐藤さんは 5 ｷﾛ、私と西村さんは 10
ｷﾛに挑戦しました。今年は去年より
も時間がかかってしまい、1時間を切
ることが出来ませんでした。来年も
また挑戦しようと思うので、しっか
り練習したいと思います。小池 

 

 

11月に沖縄で結婚式を
挙げてきました。当日は
あいにくの雨で、予定通
り行かない所もありまし
たが、本当に心に残るも
のになりました。佐藤か
ら渡邊になります。これ
からもよろしくお願いし
ます。 

渡邊(旧姓：佐藤)

ラーメンの会 

９月～１１月のラーメンの会は、『花の杜』『く
るまや』『田めん』『みやこ家』に行ってきました。
花の杜はみそポタラーメンが有名です。興味の

ある方は食べてみて下さい。田めんは院長のオス
スメで行ってきました。多くあるメニューの中で
もつけ麺がオススメだと思います。みやこ家は、
つけめんのスープがテーブルに来た時もまだぐ
つぐつしている位熱々でビックリしました。シメ
にご飯を入れておこげにしても美味しいと思い
ます。 

まだまだ行く予定なので、おいしいラーメン屋

さんの情報はぜひスタッフまで！！田中 

おいかわ歯科スタッフによ

る

1 位 蔵蔵   10Ｐ 

2 位 王虎    9Ｐ 

3 位 右京    7Ｐ 

 

 

今年から、月に 1 回スタッ
フ同士で気になるラーメン屋
さん巡りをしています。１位
３Ｐ、２位２Ｐ、３位１Ｐと
し投票しました。 

山口先生に男の子が産まれました 

10 月まで月曜日と土曜日に勤務して

いた山口先生に第 1 子となる男の子が

11 月 15 日、元気に産まれました。 

名前は琳久(りく)君、体重 3195g で旦那

さん似とのことです。 

今度、年明けに遊びに来る予定なので

スタッフみんなで会えるのを楽しみに

しています。 

 

今年行ったラーメン屋さん 
 
１月 右京      

１０月 田めん 
１１月 みやこ家 
１２月 王虎 

６月 鳴門      
７月 竹風 
８月 花の杜 
９月 くるまや 

５月 もちもちの木  

２月 らいけん    
３月 赤みそ家   
４月 蔵蔵(ざざ)  

「患者さんが変わる、自分が変わる 
   コミュニケーションテクニック」 
言葉だけではなく、表情や目線、仕草などか
ら相手がどのような心理状態なのかを学びまし
た。 
今まで以上に視野を広げ、ゆとりをもち、相
手の気持ちをより理解出来る様に心がけていき
たいと思いました。小島 
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 院長参加の講習会・学会（H23 年 8 月～H23 年 12 月）

8/3   3D 勉強会 

8/21   顎顔面矯正治療のすすめ（拡大） in 秋葉原 

8/28     新素材で変わる治療コンセプト  in 飯田橋 

9/7   3D 勉強会 

9/11   ほんだ式口臭外来関東ﾌﾞﾛｯｸ研究会  in 横浜 

9/18    

9/19 

10/9   臨床カリオロジー・長期成長に学ぶ予防の真実 

10/10    (フッ素他、予防歯科の話、) in お台場 

10/12  3D 勉強会 

10/23  術後結果から学んだ最適なインプラント・補綴 

10/30  アストラ インプラントジャパンフォーラム 

11/6   アイクロエンド時代のベーシック（ベストな歯の根っこの治療について）in 東京赤坂 

11/9   国立栃木病院(症例会) インプラントの光と影 in 宇都宮 

11/13  ドライマウス認定医講演会 in 東京大手町 

11/20  症矯正研究会（犬歯萌出時スペースどうする） in 御茶ノ水 

11/23  寺子屋塾(歯周病認定医講習会) in 東京築地 

11/27  臨床矯正研究会(ポール矯正拡大からフィニッシュまで)アドバンスコース in 東京池袋 

12/4   ほんだ式口臭外来提携クリニック 合同研修会 in 大阪 

12/15  開業医における矯正治療Ｑ＆Ａ in 宇都宮 

 

 

・ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ新しく骨吸収が少ないｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑを導入

しました。（現在 I.C.O.I.ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ学会指導医） 

・本年ほんだ式口臭外来認定医に続きﾄﾞﾗｲﾏｳｽ認定医

になりました。 

・歯周病の認定医取得に向け勉強中 

・完璧な歯の根の治療法を常に求めﾁｬﾚﾝｼﾞ 

臨床矯正研究会 30 周年記念大会 

(講演会、東京プリンス) 

今回も、技術向上と患者さんへの最新・最良の治療を早くお届けできます

様にたくさんの講演会・学会に出席したみたいです。 

特に 11 月は毎週すべての休みに勉強で疲れもたまっているようです。 

もちろん電車代、講習代は自腹ですよ。 

頑張れ！！ 

まこっちゃ～

 

50才だからしょう

がないか・・・。 

・矯正は早く、確実に、そしてなるべく歯を抜かな

いで治療できるために努力中 

新しい先生の紹介 

名  前   相馬
そうま

 智也
ともや

 

出 身 地   新潟県 

趣  味   ゴルフ スキー Ｆ１観戦 

健 康 法   ジムに行くこと 

自己紹介   東京慶應病院での研修を終え、２０１１年の４月から木県にやってきました。 

普段は、ＮＨＯ栃木病院の口腔外科にいますので、外科処置といびきや 

睡眠時無呼吸症候群の治療はお任せ下さい。よろしくお願いいたします。 

目  標    皆様が恐いと思われる抜歯などの外科処置を出来るだけ丁寧にやらせて 

頂きます。いびきでお悩みの方もご相談下さい。 

できるだけ痛みのない治療を目指します！！ 

 


