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破折

Fracture
インプラント

割れた歯も、抜かずに残します
最近、
治療済の歯の根が割れる「歯根破折」が増えています。
当院は、割れた歯を抜かずに残す技術を開発しています。
また、歯根破折の予防診断にも力を入れています。

日本口腔インプラント学会の専門医が担当します

Implant

最新の治療技術と高品質の材料、CT や無菌手術室などの設備、
万全の態勢でインプラント治療に臨んでいます。

Bonding

接着
治療

Maintenance

第三の歯科疾患
Tooth Wear（トゥース・ウエア）
をご存じですか？

当院は、接着治療のパイオニアです

医療法人社団 歯生会
眞坂歯科医院

1980 年以来、接着剤をベースにした臨床研究を歯科医療界に発表すると

歯科医師

ともに、
「歯にやさしい接着治療」に実績を重ねています。

予防
メインテナンス

眞坂歯科医院通信

一本一本の歯にこだわり続けます
治療後に得られた健康なお口の状態を長く維持していただ
けるよう、予防・メインテナンスに力を入れています。
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● 第 三 の 歯 科 疾 患「Tooth

Tooth Wear（トゥース・ウエア）とは、咬耗、摩耗、アブフラクション、酸蝕を原
うしょく

因として、歯の表面を欠いた状態の総称です。齲蝕（むし歯）
、歯周病に次いで第三の
歯科疾患といわれています。
咬耗

摩耗

歯の接触による咬み合
わせ部分の擦り減り

歯の接触以外の歯磨き
等による歯の擦り減り

Wear」をご存じですか？

アブフラクション
（楔状欠損）
バイオメカニカルな荷
重（歯ぎしりなど）に
よる歯質の喪失

酸蝕
酸による歯の化学的溶
解

● 新しい時代の歯科治療を

提案する歯科医療グループ
PDM21 のご紹介
▲ 3F：受付

■会長

眞坂信夫

■院長

岡田常司

■学会の専門医・認定医・認定衛生士

▲ 3F：治療室

▲ 4F：メインテナンス・フロア

Tooth Wear の罹患率は 97％と高く、治療が必要とされる病的なものは 5.1％である

予約制

日本接着歯学会 終身認定医：眞坂信夫

℡ 03-3718-8470
Fax

と報告されています。ほとんどの方が、Tooth Wear の歯を持ち、その原因を認識して
予防しないと、しみる、欠ける等の症状を伴っ

03-3718-9109

た病的な状態に陥る可能性があるのです。

日本口腔インプラント学会専門医：岡田常司

〒 158-0083 世田谷区奥沢 5-26-9

自由が丘栄ビル３F・４F

日本接着歯学会認定医：眞坂こづえ

深刻な場合、写真のような状態に陥ることも

東急東横線／東急大井町線「自由が丘駅南口」から 徒歩 1 分

少なくありません。これらの予防と治療のため

日本歯周病学会専門医：岡田たまみ
日本歯周病学会認定衛生士 藤原優子・松永麻子

■診療時間

慶応義塾大学医学部歯科
口腔外科学教室准教授 河奈裕正

■スタッフ
歯科医師 8 名・歯科衛生士 10 名・歯科助手 2 名

■受付時間

AM9:15 ～ PM6:00

横

至・二子玉川

■休   診  日 日曜・祝日

東
口
急
面
東
正
丘
が
東急大井町線
由
自
南口

因を理解し、歯に優しい生活を送ることが大切
至・大井町

至・横浜

眞坂歯科医院→

無印
良品

自由が丘駅（東急東横線／東急大井町線）南口を出て徒歩 1 分。

院内技工室／歯科用 X 線 C T ／治療用顕微鏡（マイ

遊歩道沿いです。ビルの 1 ～ 2 階は無印良品。

ステム／レーザーう蝕診断機 etc

特に酸蝕症の原因である酸は、最近の健康志
●ご意見をお待ちいたします

治療ユニット５台／メインテナンスユニット３台／
クロスコープ）6 台／院内 LAN プレゼンテーションシ

です。

メルサ
Part 2

歯科技工士２名・受付 2 名

■設備

には、定期的な歯科検診を受けるとともに、原

至・渋谷
線

PM2:00 ～ PM5:30

日本口腔インプラント学会専門衛生士：北島綾美

■特別顧問

AM9:30 ～ PM1:00

http://www.masaka-dental.com

ニュ−スレターへのご意見・ご要望

向で、積極的に摂取している方もみられますの
で、注意が必要です。

をお寄せください。皆さまのご要望

酸蝕症の原因の代表である柑橘類は、１日２

にそった快適な歯科治療の提供がで

個以上食べる人は、食べない人に比べて、酸蝕

きますように、スタッフ一同頑張っ

症になるリスクが 37 倍も高いことがわかって

てまいります。

います。

エナメル質を欠いた場合や歯肉退縮をした根面に現れ

エナメル質
象牙質

る象牙質は、エナメル質（白く透明で、硬い組織）に比

臨界 pH

ヌープ硬度（HK)

エナメル質

5.5

400

象牙質

6.0 ～ 6.2

70

較し臨界 pH が高く軟らかいです。つまり、象牙質は弱

金

い酸によって溶けやすく、削れやすくなるため、注意が

69

必要です。

防が必要となるでしょう。
もし、残念ながら、病的な状態になってしまった場合

Tooth Wear セルフチェック

でも、適切な診断と治療を受けることで、健康に近い状
態に回復することができます。軽度の場合、知覚過敏処
置や、コンポジットレジンやセメントでの修復処置と

□１．歯が徐々に黄色くなってきた気がする

いった簡単な処置で対応することができます。また、ブ
ラキシズム（歯ぎしり）が関与する場合は、歯面保護の

■代表的な飲食物の水素イオン指数（pH）

ためのナイトガードを装着することで進行を防止するこ

酸性

ｐH

１

中性

４

５

６

アルカリ性

2

３

７

10

レモン

りんご

野菜ジュース

コーヒー

牛乳

わかめ

梅干し

オレンジ

果物ジュース

緑茶

水

ひじき

コーラ

酢

トマト

胃酸

ワイン

ヨーグルト

12

□３．冷たいものを飲んだとき、歯がしみたこと

とができます。
14

こんにゃく

唾液

がある。

◆
Tooth Wear は単一の原因で起こることは少なく、多く
の場合複数の原因が関与しています。そのため診断が難
しく、治療介入の必要性と時期の判断も難しいことがあ
ります。こうした場合、患者さまからのちょっとしたひ

ビール

とこと「健康のためにお酢を飲み始めました」
「急に歯
が黄色くなってきた、欠けてきた気がする」等が解決の

酸蝕予防のためのセルフケア

1

酸性飲食物の摂取方法

酸性飲食物を口に入れている間と、口の中が中性に戻

3

歯質の強化

るようですが、歯は筋肉と異なり、硬いものをかんだり、

す。酸性飲食物を口の中にため込んで飲んだり、だらだ

強く磨いたりなどしても強くなることはありません。唯

らと時間をかけて飲んだりせずに、一気に飲む方法が、

一、表面のエナメル質や象牙質を構成するカルシウムに

最も pH の低下が少なく、安全であることがわかってい

代わってフッ素を取り入れることで、表面が溶けにくく

ます。

なり、歯の質を強化することができます。

また、唾液の分泌量が減少する就寝時に飲んだ

り、酸にさらされた直後にブラッシングすることは、酸

当院では定期的なメンテナンス時にフッ素塗布をおす

で軟化している歯質を摩耗させるため、気をつける必要

すめしています。歯科医院で取り扱うことのできるフッ

があります。

素は、歯磨剤に入っている濃度よりもずっと高く、年に

むし歯や歯周病になりたくないが故に、過剰な力をか
けてブラッシング（オーバーブラッシング）をする方が
いらっしゃいます。モチベーションが高いことはとても
喜ばしいことではありますが、歯や歯肉にとっては、た
だ傷をつけているだけのことがあり、思いに反した結果
につながっている方をしばしば見かけます。
適切なブラッシング圧は 100g 以下とされています。
また、ホワイトニング効果が高い歯磨剤には歯を傷つけ
る研磨剤・シリカが含まれていることが多く、長期的な

このニューズレターを通じて、皆さんが原因を理解さ
れ、Tooth Wear の早期発見と予防につながることを期待

□５．歯ぎしりをしていると言われたことがある。
□６．健康のために、柑橘類や梅干し、お酢を取
り入れるように心がけている。
□７．炭酸飲料やお酒が好き。

しています。

新しい時代の歯科治療を提案する歯科医療グループ

PDM21 のご紹介
眞坂歯科医院では会長の眞坂信夫が長年にわたり破

能性のあることを患者様に伝達することを目標とし

折歯の保存治療に取り組んできており、一定の臨床成

ています。そのために、PDM21 では月１回、診療後

永久歯は生え変わらず、歯の表面のエナメル質は一度

績を収めることができています。しかしながら、世間

の２時間程度、インターネット回線でライブ映像と

失うと、もう二度と再生することができません。以上の

一般を見てみると、
『破折＝抜歯』との診断・治療が

音声を接続して web 会議を開催しています。

ようなケアに気をつけて、できるだけ歯に優しい生活を

常識となっています。

２～４回行うことで歯質強化が期待できます。

ブラッシング時の注意点
歯ブラシ・歯磨剤の選び方

糸口となります。

□４．歯ブラシの毛先がすぐに広がってしまう。

歯も鍛えれば強くなると誤解している方もいらっしゃ

るまでの食後数時間は、酸によって歯が溶け続けていま

2

□２．歯の先端部が削れている、透けて見える。

心がけることが必要です。

4

Tooth Wear セルフチェック

この状況を変革しようと、当院で毎年開催してい

開催を予定しています。内容や日程が正式に決まり

る破折歯保存治療セミナーを受講した全国の先生方

ましたら待合に案内を掲示しますので、その節はよ

や、眞坂歯科に勤務して破折歯治療に携わった OB の

ろしくお願いします。

先生方に参加して頂き、眞坂歯科医院が中心となって

以上のことをふまえて、ご自身の歯が Tooth Wear の

Professional Dental Management 21st century（ 以 下

リスクがあるか、簡単なセルフチェック（次ページ上段・

PDM21）という会を本年 4 月に結成しました。この会

右）をしてみましょう！

には現在、北海道・札幌～九州・福岡まで全国 30 名

１ ～ ３ の う ち、 １ 個 で も 当 て は ま る 方 は、 す で に

近く、東京で患者様向けの市民フォーラムなども

弱の先生方が参加して以下の活動を行っています。

使用には注意が必要です。歯磨きが上手だと言われた方

Tooth Wear である可能性があります。

も、適切なブラッシングができているかどうか、定期的

そうでない方も、４～７のうち３個以上当てはまった方

事、保険では抜くこと以外に選択肢のない破折歯で

に担当歯科医・衛生士に確認してもらうと良いでしょう。

は、罹患リスクが高いため、生活習慣の改善を含めた予

あってもきちんとした治療を行うことで保存できる可

破折歯治療が全国で受診できるような体制を整える

▲全国の参加者にインターネット配信している web 会議の映像

