今年もよろしくお願い申しあげます。
あなたにとりまして、良い年であります
ように。
昨年は激動
の一年でした
ね。地震による
被害もさるこ
とながら、計画
停電。加藤歯科
医院としては、
ささやかなが
ら、出版を活用した被災地の応援活動を
させていただきました（いまも継続して
います）。それと石巻市でがんばってい
たボランティアの方々へのお米や薬の
提供。現地もだいぶ落ち着いたようです
が、復興はまだまだこれからです。でき
ることを続けていきたいです。

夕焼けの富士山 赤富士

その一方で、色んな変化の兆しが現れ
たような、そんな気がしてなりません。
個人的にも、多忙な一年間でした。
ざっと振り返っても、震災。
医院の復旧。
日本口腔インプラント学会の専門医
の更新。
新たなインプラントシステムの導入。
インプラント術式の改良。
いろんな機材の導入。

メディフュージュ・ＣＧＦの本
格的な使用。
大分インプラントセンターへ
の研修会や、韓国のセミナーへの
出席。
ＳＩＡ・埼玉インプラント研究
会でのインプラントの臨床コロ
キュウムの開催と運営。
この中でも昨年のメインは、ア
パタイト。吸収性のβ―ＴＣＰと
呼ばれているタイプの人工骨の
導入です。特にＣＧＦと併用する
ことで、インプラントに対する応
用が格段に広がりました。

《β―ＴＣＰとＣＧＦを混和させて、
一塊にしたもの。ピンセットでつま
ん で い る
所。
この状態で、
インプラン
ト周囲に充
填使用す
る。》
これによって今まではあきら
めていた患者さんにもインプラ
ントが応用できることになりま

す。また、それに加えて、ア
パタイトとＣＧＦの併用で
の治療を行うことによりイ
ンプラントの寿命が延びた
り、より美しくインプラント
で歯を作ることができるよ
うになります。
毎回インプラント手術を
行うときは小さなことの積
み上げなのですが、後から振
り返ってみれば、大きく前進
している結果になります。医
療の進歩になります。
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皆様にお知らせです。
長年御利用いただいており
ました、パソコンによる予約
システムを１月より休止さ
せて頂きます。設備の老朽化、
誤差動なども最近生じてき
ております。新たしいシステ
ムへの交換は数百万円を要
します。断念せざるを得ませ
んでした。
定期健診のご案内は、ハガ
キもしくは当歯科医院から
のお電話となります。
いままで行ってまいりま
した、当院のニュースレター
の発行・郵送はそのまま継続
させていただきます。
本年も、加藤歯科医院をよろ
しくお願い申し訳あげます。

加藤歯科医院 加藤 義浩
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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

写真；β―ＴＣＰの電子顕微鏡写真

役に立つ歯のおはなし

いました。ほかにも、歯ブラシを口の中
に入れたまま歩いていたところ、壁にぶ
つかったり、布団につまずいて転倒した
りして、口の中を切るなどの事故が起き
ています。また、親が６歳の男児をひざ
に載せて歯を磨いていたところ、その弟
が突然親に抱きついてきたため、手元が
狂い歯ブラシで男児の口の中を切って
しまったケースもありま
した。

事故防止のポイント
事故防止の
２ ～ ３ 歳 に な る と 自分
で歯磨きをしはじめる年
代です。しかし、歯ブラシ
が口の中に刺さって中等症となった事
故も発生していることから、保護者等は
乳幼児の歯ブラシの使用に際して十分
な注意が必要です。
⑴ 幼児は転倒しやすいので、歯ブラシ
を口に入れたまま歩きまわらせない。
⑵ 不安定な場所で歯磨き中に転落して
受傷した例もあることから、椅子や踏み
台等に立った状態のままで歯磨きをさ
せない。
⑶ 歯磨き中に他の人と接触して受傷し
た例もあることから、歯磨き中は乳幼児
から目を離さないようにするとともに
周囲の状況にも気を配るようこころが
ける。

仕上げ磨きでしっかりチェック
きでしっかりチェック
仕上げ
子どもたちが一人できちんと磨けるよ
うになるまで、大人がしっかりとチェックし
てあげましょう。
仕上げ磨きのやり方は、

① 歯ブラシのヘッドは
小さめで奥歯まで
磨けるものを。
② 鉛筆持ちで軽く握って細かくシャカシ
ャカ磨き。
③ 唇は無理に押し上げず、子供を仕上
げ磨き嫌いにさせない。
④ 感覚の鈍い下の奥歯から、上の奥歯、
下の前歯、上の前歯の順で磨くと抵抗
が少ないかも。
⑤ 頭をひざに乗せて安定させて。
左の表をみて、仕上げ磨きの時のチェック
ポインを確認しましょう。歯の隙間には子
供用のデンタルフロスを使うのも一つの手で
すが、２歳半までは歯ブラシだけで磨いた
ほうがようでしょう。家族みんなで健康な
歯を作っていきましょう。
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親子のコミュニケーション
親子の

乳幼児の歯のケア
乳幼児の
乳幼児の歯磨き
歯磨き中の
乳幼児の
事故多発！
事故多発！
昨年急増する乳幼児の歯磨き
中の事故により東京消防庁が注
意喚起を促す資料を作成しました。
その資料によると、２００６年～１０
年に救急搬送された５３万９１３６人
のうち、５歳未満の乳幼児が１割を占め
ており、その中でも１歳児が最多の１万
１６６５人だったことが分かりました。
１歳になると行動範囲が広がり、子ども
自身は自分の運動能力や危険に対する
認識が弱いので、親は子どもの目線まで
下りていって、危険を回避すべく対策を
取らねばなりません。
救急搬送の理由は「ころぶ」や「おち
る」が多い中、乳幼児の事故で目立つの
は「歯磨き中の事故」です。搬送された
２１７人のうち、歯磨きをしながら動き
回って転ぶ（１３０人）・人や物にぶつ
かる （２３人）
・踏み台などから転落（１
１人）などとなっています。このうち１
歳児は１０７人で、歯ブラシが刺さるな
ど重篤な事故にもつな
がっています。
重篤な事故の例をあ
げますと、ある２歳の
女児は歯磨き中に転倒
し、歯ブラシが歯茎に
突き刺さって重傷を負
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食で世界一周 in 埼玉
その１
その１ ブラジル編
ブラジル編

昨年はなでしこジャパンやザックジャパンの活躍でサッカーも 2014 年のブラジルワールドカップに向けて益々盛り
上がりを見せています。ワールドカップの開催地に決まり、注目されているブラジルですが、日本の真裏ともいわれ
ていて、行くにはまる一日飛行機で飛ばないといけないところ。でも、せっかくならブラジルの雰囲気を味わってみた
くありませんか。
日本では神奈川の鶴見に日系ブラジル人が多く住んでいてブラジル料理屋
さんが軒を連ねていることが有名ですが、埼玉にあるプリマベーラクラシック
は肉好きな方・男性にもってこいのお店です。ブラジルの代表料理のシュラス
シュラス
コは牛や鳥、豚肉を塊のまま串に刺したお肉をじっくり焼き上げる料理です。
シュラスコはウエイターが串ごと客席に運び、目の前で食べたい量を切り分
けるという供し方が特徴。もういいというまで食べれるので食べ過ぎにご注
意ですが、レストランはブッフェスタイルでお肉のほかにも、ブラジルならではの料理やサラダ、スー シュラスコ
プなども揃っているので、女性の方でも楽しめるのでは。
カイピリーニャ
私のオススメはブラジルのカクテル「カイピリーニャ」。ポルトガル語で“田舎の娘さん”という意味。材
料のピンガ（カシャーサ）は、ブラジル産のスピリッツで、さとうきびの絞り汁をそのまま発酵、蒸溜させ
て作られるため、口当たりがやや重たい感じがする。クラッシュドアイスと刻んだライムの味わいがとて
も爽やか。お店でサッカー観戦も行なっているみたいなので、このカクテル飲みながら応援してみては。
■ブラジル料理
」
ブラジル料理 「ブリマベーラ クラシック Primavera classic」
所在地：埼玉県さいたま市北区東大成町 1-489-1 TEL: 048-660-1781
営業時間：11:00～15:00(L.O.14:30) 17:00～23:00(L.O.22:00) 定休日：月曜
URL：http://primavera-jp.com/
交通・アクセス：ＪＲ大宮駅 東口 車 5 分 東武野田線北大宮駅 徒歩 7 分

お風呂が恋しい季節になりました。寒いと体が縮こま
って肩こりなどになりがちです。深まる寒さに比例して、
冷え性にお悩みの方も増えているようです。そんな冷え
性さんにおすすめなのが、よりいっそう保温効果を高め
てくれる入浴剤です。しかも今回の「キッチンにある余ったモノや使わ
りできる入浴剤」
ないモノで簡単に手
手作りできる入浴剤
入浴剤」で、エコで節約しながら寒い冬
を乗り切りましょう。
オススメの一つ目は、冬といえばこたつでみかん
みかん。そのおい
みかん
しくいただいた後のみかんの皮を天日に当てて入浴剤にしちゃ
いましょう。１回分はおよそ 個分の皮をガーゼか木綿の袋
に入れて浴槽へ。果実は風邪の予防に、皮は血行促進に。まさに
一石二鳥なのがみかん。漢方薬しても使われるみかんの皮。捨てちゃう
なんてもったいない！香りもいいんでアロマ効果もありますよ。
二つ目は、食卓にもよく出てくる大根
大根。大根は食べて、余っ
大根
た葉をお風呂に入れると、冷え性や神経痛に効果的があります。
まずは大根の葉を 日間ほど乾燥させます。乾燥した葉をさら
に細かくしてガーゼに包み、湯船に入れます。あまった葉の部
分を有効活用すると良いでしょう。
三つ目は、お正月にお屠蘇などで使った日本酒。日本酒をお風呂に入
れるという話はときどき耳にしますよね。ドラッグストアでも日本酒の
名を冠したスキンケアグッズが数多くあり、その美肌効果は広く知られ
ているところ。実際、さら湯と日本酒湯を比較した足浴実験では、
「肌の
明るさアップ」という結果が出ています。日本酒湯は肌を明るくしてく
れるだけでなく、肌の水分量を増加してくれたり、血行をよくしてくれ
たり、女性にうれしい効果がいっぱいです。呑み残してしまった日本酒
はぜひ足湯用に。お風呂に入ってから寝るまでに間があ
いてしまったとき、手足に冷えを感じたらぜひ足湯をし
まって寝入りが
てみてください。全身
全身が
全身が温まって寝入
寝入りがスムーズ
りがスムーズにな
スムーズ
りますよ。
ほかにも、沢山いただいたゆずやしょうが、ハチミツも入れると血行
をよくしたり肌のキメを整えたりと冬の入浴剤に早変わりです。市販の
入浴剤よりもエコで経済的な入浴剤で冬もぽかぽかに過ごしましょう。
10
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予防するにはまず
予防するにはまず自分
するにはまず自分の
自分の体を知ること

脳卒中の前兆》
前兆》
《脳卒中の
脳卒中は、｢激しい頭
痛｣、｢体の片側に起こる
麻痺や痺れ｣、｢視野が半
分欠ける｣、｢言葉が出て
こない｣、｢歩行障害｣、
｢めまい｣「嘔吐」などの症状
が、突然起こります。就寝中よりも活動
中に起こることが多いのですが、脳卒中
が起こったら、発症から３時間以内に治
療を受けることが重要です。症状が軽い
と、救急車を呼ぶのをためらってしまい
がちですが、脳卒中はしばしば軽い症状
から始まり、時間の経過とともに悪化し
ていきます。速やかに医療機関に相談し
ましょう。軽度であれば治療後の回復が
良好な例は８割以上になります。早期発
見のためにも軽い頭痛であっても受診
しましょう。
脳卒中の予防には、生活習慣を改善す
るのはもちろん大切ですが、血圧を下げ
て禁煙・禁酒をすれば、防げるというわ
けではありません。医療技術の進歩で、
ある程度の予見ができることから、専門
家は脳ドックの受診を勧めています。Ｍ
ＲＡ（ＭＲ 脳血管撮影）を用いて、破
裂する前に脳の血管にできた瘤を見つ
けることは可能だからです。苦痛は全く
なく、簡単に受けられるようになったた
め、「脳ドック」などの健康診断で瘤が
発見できるようになりました。脳ドック
などで破裂していない動脈瘤が見つか
る確率は約５％ですが、特に専門家はく
も膜下出血を起こしたことのある家族
がいる人は脳ドックを受診しておくべ
きだとアドバイスしています。

埼玉県鴻巣市滝馬室 1393-1
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質が遺伝する傾向もあるといいます。動
脈の壁に生まれつき弱い部分があり、そ
れに加齢による動脈硬化、高血圧などが
加わって瘤ができると考えられている。

脳梗塞
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どういう時に発症しやすい
発症しやすい？》
《どういう時
しやすい？》
脳卒中は、冬に多く発症することが経
験的に知られています。脳卒中の種類に
よっても差がありますが、出血性脳卒中
では、明らかに夏に低くなり冬に高くな
ります。脳梗塞ではその差が小さく、春
先にやや高くなるようです。
冬の脳梗塞が起こりやすい場は、下記
の３つです。
 寝室（脱水症状が原因）
 玄関先（寒さが原因）
 お風呂（寒さ＋脱水症状が原因）
予防策として、寝る前と起きてすぐに
コップ１杯の水を取りましょう。新年会
などで飲み過ぎると脱水症状になりや
すいので特に忘れず水を飲みましょう。
玄関やお風呂など寒暖の差が激しい所
では防寒するのは大切なことですが、玄
関をあけて寒さで血管が急激に収縮し
て詰まりやすくなるリスクが高まりま
すので首元をしっかり冷やさないこと
にも注意しましょう。お風呂場ではまず
ヒーターで脱衣所を温めてから服を脱
ぐように、お風呂から上がってからも暖
かいところで着替えましょう。

脳出血

昨年は生きていることの喜びを痛感
した一年ではなかったでしょうか。
「家族みんなでいつまでも健康で過ご
す」そんな初詣の願いにしても、そのた
予防と早期発見」
早期発見」が要。とはい
めには「
「予防と
っても、適度な運動と健康的な食生活だ
けでは漠然としていて予防につながっ
ているのか疑問です。
そこで今月号から自分
の体を知ることでできる
病気の予防法について一
緒に学んでいきましょう。
まず初回は、冬になると発症しやすい
脳卒中
つい先日も音楽プ
脳卒中についてです。
ロデューサーの小室哲哉さんの妻で３
人組ユニットｇｌｏｂｅのボーカル、Ｋ
ＥＩＫＯさん（ ）が先月、くも膜下出
血と診断され、手術を受けた事がニュー
スになりました。くも
くも膜下出血
くも膜下出血は脳卒中
膜下出血
の一つで脳の血管に起こる病気です。脳
卒中は総称で、専門的には脳血管障害と
脳出血、があります。
いい、他に脳梗塞
脳梗塞、
脳梗塞、脳出血、
くも膜下出血は高齢者の病気と思わ
れがちですが、３０代、４０代で罹患（り
かん）することも珍しくない病気なので
す。しかも、厚生労働省によると、平成
２１年の日本人の死因のトップはがん
で３０．１％。２位は心疾患で１５．８％、
３位はくも膜下出血を含む脳卒中で１
０．７％となっています。脳卒中での死
亡率は減少したそうですが、重い後遺症
が出るケースが増えています。脳卒中は
寝たきりとなる原因の１位で、依然、重
大な国民病といわれています。日本人、
特に女性に多い病気でかかりやすい体
３９

