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 本座談会はリモート形式で開催いたしました。

　超高齢化の波は歯科医療にも押し寄
せ、高齢者の来院者数は増加の一途を
たどり、その対応が急務になっていま
す。高齢者は治療前のリスク把握が重
要であることはもちろん、残存歯数の
増加に伴う根面う蝕（歯肉退縮）の増
大など、解決すべき課題は山積されて
います。そこで今回の予防特集の巻頭
を飾るDental Talkでは「高齢者の予防
歯科」に焦点を当て、船越栄次先生、
若林健史先生、歯科衛生士の中澤正絵
先生にお話を伺いました。

増加する高齢患者と
口腔内の状況

モリタ　最初に先生方のクリニックに
おける高齢患者さんの来院状況や口腔

内の状態についてお聞かせください。
船越　当院では開業から41年が経過
し、開業当時中高年だった患者さんが現
在高齢者として来院されます。ですから
メインテナンスで来院いただく患者さ
んは高齢の方がとても多く、最高齢では

96歳という方がいらっしゃいます。
若林　私は開業して32年になります
が、その当時私と同じ30代だった方は

60歳を超えていますし、40、50歳だっ
た方は現在70、80歳になっています。
私も船越先生と同じく歯周治療を中心
に、予防やメインテナンスの大切さも
随時お知らせしてきたので、その甲斐
もあって身体が元気な方は継続して来
院くださっています。ただ、遠方の患
者さんからは「もう通えないので近所
の歯科医院を紹介して欲しい」と言わ

れ他院をご紹介するケースも増えてき
ました。まさに「歯科医師と同じよう
に患者さんも歳をとっていく」ことを
実感します。また、高齢化とともに特
有の疾患やオーラルフレイルの兆候が
見える方もいらっしゃるので、若い頃
と同じようなメインテナンスではいけ
ないなと感じています。
モリタ　糖尿病や高血圧などの持病を
お持ちの方はどのくらいいらっしゃい
ますか。
若林　8割程度の方は何らかの疾患を
お持ちで、「おくすり手帳」を拝見する
と、甲状腺疾患の方や、以前脳梗塞に
なって抗血小板剤を服用されている方
もいて、何の症状もなく健康な人のほ
うが少ないですね。
モリタ　中澤先生は病院に勤務されて
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いますので有病者の方が多いと思いま
すが、糖尿病の方を含め最近の高齢患
者さんにはどんな傾向が見られますか。
中澤　私は現在宮城県糖尿病療養指導
士として病院歯科で医科歯科連携治療
を行っています。勤務する宮城県富谷
中央病院は平成17年に開業し15年目に
なります。65歳以上の患者さんは平成

20年で45％だったのが、平成30年で

56.6％、昨年令和2年では60.2％と着実
に増えています。こういった方は身体機
能の低下（耳が遠い、白内障などの視力
低下、認知機能低下、記憶力低下）に加
えて基礎疾患（高血圧、糖尿病、脂質異
常症メタボリックシンドロームに加え
てがんの既往や血管疾患の既往）を持っ
ている方が多いです。認知機能が落ちて
くると歯磨きするのを忘れたり、集中し
てできなくなる、面倒になってしまうと
いうことがあり、口腔衛生状況が悪くな
りがちです。そういう方をいち早く発見
しフォローしていく必要があるので、
ちょっとした生活の変化にも気を配り
ながら診療にあたっています。

生活環境の変化に注視し
積極的なアプローチが必要

モリタ　近年、高齢者の根面う蝕が増
加傾向にあると言われていますが、臨
床で実感されることはありますか。

船越　高齢になってくると、セメント
のウォッシュアウトなどの影響もあっ
て、20年ぐらい何もなかったマージン
部分などに少しずつう蝕が起こること
がありますね。その治療や予防の観点
から、当院では歯周治療後の最初のリ
コールの際には必ずう蝕処置を行うよ
うにしています。
若林　突然根面う蝕や二次う蝕が増え
てきた患者さんがいらっしゃったので
お話を聞くと「定年退職しずっと家に
いると口が寂しくなって、常に何かを
食べてしまうんです」とのことでした。
何かの転機によって生活スタイルが変
わり急に甘いものを欲しがったりする
こともあるので、メインテナンス時に
はそういう変化にも気を配ってフッ素
塗布を行ったり、セルフケアとして高
濃度フッ化物配合歯磨剤をお薦めする
など、若い方より積極的なアプローチ
が必要になると感じています。
モリタ　中澤先生の病院では甘いもの
への対策は何かされていますか。
中澤　皆さん本当に甘いものがお好き
で、食後必ずおやつがないと食事は終
わらない、となかば習慣で食べる方が
多いんです。「なるべく砂糖を減らして
ね」といった食事指導を行うのですが、
改善はなかなか難しいと思います。で
すので、私たちも根面う蝕予防を期待
して高濃度フッ化物配合歯磨剤をお薦

めしています。
船越　当院では根面う蝕のリスクの高
い方には、リコールでの来院時のフッ
素トレーと、セルフケアとして根面う
蝕予防歯磨剤『Check-Up rootcare』
を使ってもらっています。これを徹底
することでかなり根面う蝕は減ってき
ていると思います。

血液分析装置「バナリスト」
を歯科に導入するメリット

モリタ　高齢患者さんのリスク把握の
観点から、血液検査によりヘモグロビン

A1c（以下：HbA1c）と高感度CRPが測
定できる血液分析装置『バナリスト』を
船越先生と若林先生にご使用いただき
ました。若林先生は高齢患者さんのリス
ク把握はこれまでどのようにされてい
たのでしょう。
若林　高齢患者さんに外科治療を行う
際には、「おくすり手帳」などを確認し
て、外科処置の際にリスクがある抗凝
固剤などの服用がないかチェックしま
すし、血液検査結果をお持ちであれば
見せていただきます。かかりつけのク
リニックで血液検査をお願いするのは
患者さんにとってかなり面倒ですし負
担になると思います。どうしても気に
なる時は「ワーファリンを服用されて
いますが、観血処置を行っても大丈夫

「バナリスト」は、微量な血液で短時間に高精度な測定が可能な血液分析装置です。

糖尿病や感染症の早期発見に貢献するだけでなく、歯周治療の成功のためには糖尿病管理
が重要であり、歯科においても定期的な血液検査の必要性が望まれつつあります。
　■迅速検査で有用な 4つの測定項目
① HbA1c（ヘモグロビン A1c） ② hsCRP（高感度 CRP）③ CRP ④ CysC（シスタチン C）

　■3ステップの簡単操作

遠心方式血液分析装置
『Yumizen M100 Banalyst（バナリスト）』
販売名：遠心方式血液分析装置 Yumizen M100 Banalyst
製造販売届出番号：26B3X00002010001
機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）、特定保守管理医療機器

簡易マニュアル

ステップ 1　採血　　　　　　ステップ 2　チップにセット　　　　　　ステップ 3　スタートボタンをピッ
近日発売予定
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でしょうか」とかかりつけの先生に問
い合わせることもあります。脳梗塞の
場合、服用を中止すると血管が詰まる
こともあるので、多くの場合「中止さ
せないでください」という返答があり
ます。このように今まではかかりつけ
の先生に連絡したり、患者さんに確認
をお願いする程度で、それ以外は既存
資料を確認しながら進めるのが基本ス
タイルでした。
モリタ　お二人の先生にはこのたび初
めてバナリストをお使いいただいたわ
けですが、製品に関心をお持ちになっ
た理由をお聞かせください。
若林　バナリストがあれば、歯科医院
内で痛みも少なくスピーディに血液検
査ができて、血糖コントロール状態に
異常がないかが分かるわけです。さら
に高感度CRPも調べられますから、そ
の結果を見て「危険だな」と思えば「か
かりつけの医院で診てもらってくださ
い」と数値をもとにお伝えできるのも
魅力です。
船越　当院ではある意味持病がある患
者さんばかり診ているわけですが、な
かには自覚症状がなく、問診では「問
題ありません」と言う方もいらっしゃ
るので、バナリストでチェックするこ
とでHbA1cも高感度CRPの数値も問題
ないことを確認し安心してオペに入れ
ます。通常は「おくすり手帳」や過去
の血液検査記録を見せていただくので
すが、それがなくても自院で検査でき
るのでとても安心感があります。今後、
高齢者がさらに増えることを考えれば
さらにこうした機器の重要性はより高
まってくるのではないでしょうか。
モリタ　やはりオペの際に高感度CRP

の測定値があると患者さんに対して説
得力がありますか。
船越　あると思います。詳しくは右
ページに提示した症例をご覧ください
（症例）。これまではオペ後翌日と一週

間後に経過を確認して「問題ないよう
です」と口頭でお伝えするだけでした。
それがバナリストで測定した客観的な
裏付けをもとに「数値を見て炎症がな
いことが確認できましたので大丈夫で
すよ」と言えることはとても説得力が
ありますし、患者さんもより安心でき
るのではないでしょうか。
モリタ　採血方法は難しくなかったで
しょうか。
若林　痛みと出血度合いを確認するた
めにスタッフ全員で試してみました
が、意外に簡単にできました。
　ところで先日、30代からずっと定期
健診に来てくれている60歳の女性が来
院された時に歯肉がとても赤くなって
いました。担当の歯科衛生士が「今ま
でこれほど赤くなったことはない」と
言うのでバナリストで調べてみると

HbA1cの数値は6.6でした。そこで「糖
尿病検査の数値が少し高いので一度調
べてみてはいかがですか」とお伝えし
て検査に行ってもらったところ、やは
り糖尿病に罹患しておられました。思
い当たる原因をお聞きすると「仕事が
リモートになって自宅にいるのでお菓
子をずっと食べている」とのこと。「先
生のおかげで発見できました」と喜ん
でくださり、糖尿病治療に専念される
ことになりました。これまでは「歯肉
が赤いので血糖値が高いかもしれませ
ん。検査に行ってみてはいかがですか」
と言っていたのが「必ず検査に行って
ください」と自信を持って言えるよう
になりました（症例2-1）。
モリタ　もう一つ新たな事例があると
伺いましたが、どんなケースでしょう。
若林　中等度の歯周病をもつ46歳男性
の患者さんを検査してみたところ

HbA1cが 7.5と高い値だったんです。
すぐに病院に行ってもらうと、インス
リン投与寸前で食事制限の必要があっ
たそうです（症例2-2）。自覚症状が

まったくなかったので、ご本人からと
ても感謝されました。現在、歯周基本
治療中ですので、治療後に数値がどの
程度下がっているか期待しているとこ
ろです。
モリタ　『糖尿病診療ガイドライン』に
よれば、歯周治療を行うことでHbA1c

の数値が0.29～0.66%低下するという
データが出ています。中澤先生は臨床
でそれを実感されることはありますか。
中澤　歯周治療と血糖値の相関性につ
いてはこれまで20年近く調査してきま
したが、糖尿病の患者さんに歯周治療
を行うとHbA1cの数値は確実に下がり
ます。HbA1cの値が下がることでイン
スリン治療から離脱し、薬の処方だけ
になっていく例もありました。「歯磨き
や歯周治療を行ったことで糖尿病の症
状がよくなった」「歯磨きすることでお
やつの回数を減らして体重管理もでき
るようになった」など、“良いことづく
め”で患者さんにはとても喜んでもらっ
ています。それが私たち歯科衛生士の
歯周基本治療やメインテナンスのやり
がいになっていますので、引き続き取
り組んでいきたいです。内科の先生も
評価してくださり、カルテにも“医科
歯科連携の成果”と書いていただける
こともあるので私たちも嬉しいです。
病院ではHbA1cの数値が8％以上で入
院対象になるのですが、対象者には歯
周チェックと咀嚼機能確認をルーティ
ンで行っています。そういう方は歯が
悪い方が多く噛めないので“飲み食い”
をしてしまうんです。飲み食いすると
食後血糖値が異常に上がります。それ
が歯科で歯周基本治療、補綴治療、イ
ンプラント治療を行うことで噛めるよ
うになるとHbA1cの数値が改善を見る
こともあります。そうした連携治療の
素晴らしさを日々感じています。
モリタ　“隠れ糖尿病”の方も多いと聞
きますが、健診で見つかる方が多いの
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症例写真ご提供：船越歯科医院　船越 栄次先生
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症例写真ご提供：若林歯科医院　若林 健史先生

症例2-1 HbA1c：6.6（60代女性）　約20年にわたり定期検査で通院。

症例2-2

症例2-3 高感度CRP：1.02（80代女性）　歯周病のため、歯の動揺も顕著。

HbA1c：7.5（40代男性）　バナリストによる検査で糖尿病を発見。現在歯周基本治療中。
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でしょうか。
中澤　糖尿病内科に来られる方は、ほ
とんどが健診で見つかった方々です。
あとはご自身で頻尿になったとか、短
期間で服がはためくほど痩せてきたと
か、だるさを感じるなど症状があって、
検査の結果血糖値も高いしHbA1cの数
値も高いということで、そういう方は
すぐに生活習慣の指導に入ります。
モリタ　日本歯周病学会発行『糖尿病
患者に対する歯周病治療ガイドライン』
には、「HbA1cの数値は6.9％前後を参
考値として考えるのが良い」という記
載がありますが、この指針についてご
意見はございますか。
船越　まだバナリストがない頃、糖尿病
の持病がある患者さんには内科の主治医
の先生と連携をとって「歯肉の切開を伴
う歯周外科治療を行いたいのですが、問
題ありませんか」と確認して、先生のお
返事次第でオペに入るかを決めていまし
た。「もう少しコントロールできるまで
待ってほしい」というお返事の場合はメ
インテナンスを行いながらHbA1cの数
値が下がってくるまで待つなど、主治医
の先生からOKが出るまで延期すること
は過去に何度か経験しています。
若林　一般外科の先生にお話を聞く
と、まずオペをする前には血糖値を測
定し、血糖値が規定値を超えた場合は
オペは絶対行わないそうです。血糖値
が高いとそれだけ予後が悪いというこ
とで、当然感染しやすく免疫力が下がっ
て白血球の働きも低下していますから、
感染リスクが高まると同時に傷口の治
りも悪くなるので、当院でも外科的な
処置は行わないようにしています。
中澤　当病院でも血糖値は必ず確認し
て、「外科処置はHbA1cの数値が6.9％
以下になるまで行いません」と患者さ
んにはお伝えしますし、患者さんも
「HbA1cの数値を下げないとこの治療
は受けられない」ということで懸命に

努力されますし、それを私たちは全力
で支援します。歯科であれば歯磨きや
間食の管理を常にアピールしますし、
そのつど体重を確認することもありま
す。体重と血糖値はとても関連が深く、
一般的に体重が減るとHbA1cの数値も
下がる傾向があります。その理由は肥
満の原因が炎症から来ていることに加
えて、食事のコントロールができてい
ない人が多いからです。そうして目標
値になるまで患者さんの支援を続け、
抜歯や歯周外科治療、インプラント治
療などの観血処置を伴う治療は待つよ
うにしています。

微細な炎症を測定する
高感度CRP検査の有意性

モリタ　若林先生から高感度CRPの数
値が高い患者さんがいらっしゃると伺
いましたが、その方について解説いた
だけますか。
若林　その方は84歳の女性で、HbA1c

の値は5.8と正常でしたが、高感度CRP

の値が1.02でした。歯周病の問題はた
くさんあって、ポケットが10mm、9mm、

7mmといった具合で臼歯部が崩壊しフ
レアアウトしていて、噛めなくて飲み
込んでいるという方でした（症例2-3）。
モリタ　船越先生はいかがですか。
船越　82歳の男性で、インプラント治
療をした時に術前の高感度CRPが0.04

で24時間後が1.11に上がった方がい
らっしゃいました。外科的な侵襲が影
響して一時的に数値が上昇しました
が、一週間後には0.12まで戻ってきま
した。そのように検査数値をもとに説
明すると患者さんはとても安心される
んですよね。
モリタ　今後は歯周外科治療やインプ
ラント治療など観血処置を行う歯科医
院様には、ぜひバナリストをご使用い
ただきたいと考えております。

唾液検査結果の共有により
モチベーションアップに

モリタ　唾液検査システム『SMT』は、
むし歯菌、酸性度、緩衝能、白血球、
タンパク質、アンモニアの6項目を5分
間で測定できる機器ですが、ご使用に
なられたご感想を中澤先生に伺いたい
と思います。
中澤　SMTは発売前のモニター段階か
ら、長い期間使用してきました。臨床
でもっとも有難いと感じるのは、歯周
基本治療が終わった段階で再検査を行
うと、タンパク質、白血球、潜血の数
値がきっちりと下がってきます。それ
を患者さんにお見せすることで、治療
後の改善状況を視覚的に確認できるの
で納得度は非常に高くなります。さら
に、治療の意味や成果を患者さんと共
有することによって、SPTやメインテ
ナンスをモチベーションの高い状態で
進めていけるので、私のなかでは必須
の検査になっています。現在、患者さ
んには年に一度の検査をお願いしてい
ますが、今では患者さんの方から「次
の検査はいつですか？」「今どんな状態
か知りたいので検査して欲しい」と言
われるほど信頼されています。
船越　検査結果はプリントアウトでき
るんですね。
中澤　はい。検査結果のグラフと解説
書を患者さんにお渡しします。これを
患者さんがご家族やご近所の方に検査
結果を見せることで「私もこの検査を
お願いします」とか「子どもや孫に受
けさせたい」とこの検査を目当てに来
院する方もいらっしゃいます。
モリタ　SMTは検査がシンプルでス
ピーディなこともメリットですが、実
際にはいかがでしょう。
中澤　ほぼストレスフリーです。患者さ
んには「尿検査と同じように唾液を採取
して口の中の状態が歯周病タイプかう蝕
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タイプかを科学的に検査します」とお伝
えすると納得していただけます。そし
て、採取した唾液を目の前で検査シート
に点着させて器械にかけるのをとても興
味深げにご覧になっていますし、前回の
結果との比較がモニターに表示されるの
を今か今かと待っておられます。
モリタ　若林先生もご活用いただいて
いると伺っていますがいかがでしょう。
若林　当院では、最初に「歯科ドック」
いう口腔内の精密検査を行っています
が、今回、口腔内環境をスクリーニン
グする目的で新たにSMTによる検査を
追加しました。その結果を次のカウン
セリングの際に説明すると、患者さん
は「私はう蝕と歯周病のどちらになり

やすいですか」と興味津々で聞いてく
ださるので、その後の予防処置に関す
る提案も進めやすいんです。
モリタ　バナリストと同様に、検査結
果を数値で確認できることがメリット
と言えそうですね。
若林　医科ではいろんな検査があっ
て、その数値をもとに「あなたの身体
はこういう状態です」と見せてもらえ
ますよね。一方歯科では口腔内の状態
を見て、「この方はう蝕が多いからう蝕
傾向だな、この方は歯肉が腫れている
から歯周病タイプだな」と数値の裏付
けもなく判定しています。これからは
歯科でも検査結果を数値化して、それ
を患者さんに明示し同意を得てから治
療を進める必要があると感じています。
モリタ　船越先生はお二人のお話を伺っ
てどのようにお感じになりましたか。
船越　歯周病やう蝕菌の傾向を数値で

示すことはとても有効だと思います。
歯科が数値で表すとすれば、ポケット
デプスや動揺度などですが、医科のよ
うに客観的に測るものではなく、術者
の感覚が頼りですから、そういう意味
ではSMTを使った唾液検査は、歯科に
おける新たなスタンダードになるので
はないでしょうか。

高齢者向け予防プログラム
「Cresmile for Senior」

モリタ　モリタではこのたび高齢者に
特化した予防プログラム「Cresmile 

for Senior」を新たに立ち上げました。
若林　超高齢社会に入り、今後さらに
高齢の患者さんが増えることは間違い
ありませんから、それに対する歯科的
な対応は必ず必要になってきます。そ
こをモリタが高齢者向けの予防プログ
ラムとして一貫性をもった内容で情報
発信してくれることは私たち臨床家に
とってもありがたいことだと感じます。
モリタ　若林先生はポジショニング
クッション『USAKO』を使っていた
だいていると伺っています。
若林　高齢患者さんの中には腰が曲
がっている方やデンタルチェアに体が

船越 栄次

多項目・短時間唾液システム『Salivary  Muti 
Test』（SMT）

タブレットで患者さんによる
カンタン事前問診

患者情報をもとにした
相互理解

一人一人の
口腔リスクを知る

検査結果を
スピーディーに
デジタル管理

集約した情報を
もとにした

より適切な治療計画

治療計画を基に
患者さんに合ったプロケア

患者さんにも理解が
得やすい衛生指導

さまざまなアイテムで
ホームケアをサポート

LINEでいつでも手軽に
予約、確認

 『Cresmile for Senior』診療の流れ
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添わない方がいらっしゃいますが、

USAKOを首元に入れることで患者さ
んはそれに体を委ねて安心して治療が
受けられます。患者さんがリラックス
した状態で横になってくれることでこ
ちらも治療がとてもしやすいんです。
今までは肩の下にタオルを敷いたり、
いろんなものを試してみましたが、

USAKOを使ってみると「あら、いい
わね」と患者さんが安心して横になっ
ている姿を見て「これは使えるな」と
感じました。
モリタ　船越先生には先ほど『ブレオ

EX』を試していただきました。この製
品は舌の上で舐めていただくことで舌
苔が少なくなるタブレットですが、高
齢の方の舌苔はどんな状況ですか。
船越　歯周病菌はポケット内だけでな
く、舌苔にも付着していることもある
ので、当院では舌苔は軽いブラッシン
グで除去してもらうようにしていま
す。こうしたタブレットでケアできる
ことは知らなかったので、今後は「こ
ういう製品を舐めるのもいいですよ」
と患者さんにご紹介できそうです。
モリタ　先ほど若林先生のお話にあっ
た定年後の口寂しい方にもデンタルガ
ム『ポスカF』やブレオEXをご紹介し

ていただければと思います。中澤先生
はライオン製品の他に高齢患者さん向
けにお使いの製品はありますか。
中澤　当病院では70歳以上の患者さん
には必ず口腔機能低下症の検査を行っ
ています。口腔水分計を使って口腔乾
燥の状態を計測したり、咀嚼能力検査
などの結果によってはパタカラ体操の
指導も取り入れています。USAKOも
使っていますよ。
モリタ　口腔機能が低下している患者
さんはどの程度いらっしゃいますか。
中澤　とても多いです。なかでも唾液
が減少する口腔乾燥症の方がとくに目
立ちますね。また、「オーラル・ディア
ドコキネシス」というオーラルフレイ
ルの検査を行うと、皆さん「パパパパ」
と「タタタタ」は言えるけれど「カカ
カカ」が言えません。「カ」は舌の奥の
筋肉を使うので、舌の奥の筋力が落ち
ているということがわかります。そう
したトレーニングをご自宅でしていた
だくことにも取り組んでいます。
モリタ　「Cresmile for Senior」につ
いてはいかがでしょう。
中澤　オーラルフレイル予防には高齢
者に特化したアプローチが必要だと思
います。プログラムがあればガイダン

スに従って迷わず進められるので効率
化も図れますし、患者さんも守ること
ができます。その観点から「Cresmile 

for Senior」は理想的なシステムだと
感じました。

予防歯科に必要とされる
歯科衛生士の役割と指導法

モリタ　予防歯科を実践するうえで、
今後歯科衛生士に求められる役割や期
待することをお聞かせください。
船越　当院の場合、歯科衛生士さんに
は術後のプラークコントロールの管理
を任せています。磨き残しや改善が見
られない場合は再度TBIを行うことも

若林 健史
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ありますし、手が不自由な高齢患者に
は『ソニッケアー』などの便利なツー
ルをお薦めする役割も担っています。
スケーリングは初期治療時とは違って
主に歯肉縁上の歯石を除去していきま
す。歯科衛生士さんがSRPを終えた後
は必ず歯科医師がプローブでポケット
の進行度や残存歯石を確認しますが、
基本的には歯科衛生士さんたちがう蝕
を発見してくれたり、患者さんの主訴
を丁寧に聞いて、今回対応が難しけれ
ば次回来院時にケアする流れを作って
くれています。リコール、初期治療だ
けでなく歯周治療に関して、院長であ
る私はもちろん、すべての歯科医師が
彼女たちを全面的に信頼し、欠かせな
い存在だと感じているので、彼女たち
には感謝の気持ちしかありません。
若林　当院の歯科衛生士さんは担当制
ですので、彼女たちは担当した患者さ

んのヒストリーをすべて把握している
んです。特に長く勤めてくれている歯
科衛生士さんは患者さんのことがすべ
て頭に入っていて、私が患者さんの名
前を思い出せず「ここを治療した方で、
渋谷にお住いの…」と言うと「〇〇さ
んですね！！」とまさに“生き字引”
のようで本当にありがたいです。結局
私一人では何もできなくて、歯科衛生
士さんだけでなく、スタッフさん全員
の力で成り立っていると感じていま
す。技術的なことも重要ですが、それ
以上に患者さんと寄り添うように向き
合ってくれる歯科衛生士さんが今後よ
り望まれるのではないでしょうか。
中澤　歯科衛生士の仕事は、初期治療
からお付き合いが始まり、メインテナ
ンスまで、その方の口腔内のことだけ
でなく全身を診ていく役割も担ってい
ますし、とてもやりがいのある仕事だ
と思っています。
モリタ　先生方は歯科衛生士さんに普
段どのようにご指導されていますか。
船越　彼女たちには「歯科医師とは違っ
た持ち場の仕事だよ」と常に言ってい
ます。ただ、歯科医師向けの勉強会に
も同席して同じ講義を聞いてもらいま
す。そうして知識を得たうえで、スケー
リングができるか、キュレットを使え
るかなど、すべての歯科衛生士さんに
同じように指導してきました。あとは
やりがいを持ってもらうこと。当院で

もスタッフを担当制にして、中澤さん
のお話のように患者さん一人ひとりの
口腔と身体の健康を責任を持って診て
もらっています。ですから歯科衛生士
さんには、常に「ありがとう」と感謝
の言葉を伝えるように心がけています。
若林　新人スタッフはもちろんです
が、他院で勤務経験のあるスタッフで
も若林歯科のスタイルやフィロソ
フィーについては新人ですから、最初
の数ヵ月は私のアシスタントについて
もらいます。そこで私の患者さんへの
接し方やどんなことを話しているかを
見て、当院の診療スタイルを肌で感じ
てもらいます。その後、SRPセミナー
でポジションや動きを学んでから、マ
ネキンを使って一通りやってもらいま
す。次にスタッフさんが患者役になっ
て、痛みがないか、プラークは取り除
けているかを評価して、うまくできる
ようなれば軽度の歯肉炎や浅いポケッ
トの患者さんを担当してもらって徐々
に経験を積んでいきます。その際には
「この患者さんはこういう症状や既往歴
があってポケットはこのくらいだから」
とか、「この歯はどうしても残したいか
ら気合いを入れて処置して欲しい」と
いったディスカッションを最初に行っ
てから担当してもらいます。院長がす
べてを教えることは難しいですし、歯
科衛生業務の流れは歯科衛生士さん自
身がよく把握しているので彼女たちが

中澤 正絵

2001年に遊離歯肉移植を行った患者さん。歯科衛生士によるプロケアと『ソニッケアー』を使ったセルフケアによって維持・管理を継続中。
（写真は船越歯科医院の有村知子歯科衛生士）
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指導し、歯科医師の仕事は私が教えま
す。私は院内で怒ることはほとんどな
くて、船越先生と同じく「ありがとう」
という感謝の気持ちを持って「困った
ことがあったら一緒に解決していこう」
というスタンスで地道に少しずつ育っ
てもらえたらいいなと考えています。
モリタ　だから先生方のクリニックで
はスタッフさんが長く働けるのでしょ
うね。中澤先生は若い歯科衛生士さん
にどういった指導をされていますか。
中澤　まず歯科衛生士の仕事に興味を
持ってもらうことが大切だと思ってい
ます。当病院でも新人の歯科衛生士が
入ると半年ほど歯科医師のアシストに
ついてもらって、病院のスタイルや先
生の考え方、治療方針などを学んでも
らった後に、私が基本治療について指
導していきます。そこではビフォーア
フターの写真をたくさん見ながら、歯
科衛生士の仕事を理解してもらった
り、実際の施術の様子や患者さんへの
アプローチ方法などを観察してもらう
なかで、「歯科衛生士の仕事っておも
しろくて、やりがいがあるな」と感じ
てもらえるように、まずは見学しても
らうことが多いですね。その結果「歯
科衛生士を続けたい」と思ってくれれ
ば自発的に知識や技術を習得しようと
思ってくれると考えています。そのた
めにはまず仕事を楽しいと感じてもら
うことが大事なのではないでしょうか。

将来展望と
予防歯科に期待すること

モリタ　最後に将来展望と予防歯科に
期待することをお聞かせください。
船越　超高齢化を迎え、今後さらに予
防歯科が重要になってくると思いま
す。私たち歯科医療従事者は患者さん
の健康を第一に考え、例えば、う蝕予
防に対する高濃度フッ化物の効用を指

導したり、若く元気な時から電動音波
歯ブラシを使用する習慣をつけていた
だくといった啓発活動はより求められ
るでしょう。疾患があって初めて来院
される患者さんはまだたくさんいらっ
しゃいますし、高齢の方はう蝕や歯周
病も増加傾向にありますから、私たち
は治療後の再発防止としての予防歯科
に引き続き取り組んでいきたいと思っ
ています。
若林　約5年前に東京・表参道で「削ら
ない歯医者」「予防だけを行う歯医者」
をコンセプトにしたクリニックをオー
プンしました。治療用ユニットは5台の
うち1台だけ、あとの4台は歯科衛生士
さんによるメインテナンス用という構
成でした。でも実際にはメインテナン
スやクリーニングを求めて来院する方
はほとんどなく、来院されるのは「歯
が痛い」「詰め物が取れた」「入れ歯が
合わない」といった旧来の主訴の方ば
かりです。結局その方々を診査、カウ
ンセリングをして、予防処置や歯周治
療の大切さをお話しして、歯科衛生士
さんが歯周基本治療を行って、主訴の
治療処置を経て、その後ようやく予防
処置に定期的に来ていただけるように
なるんです。本当は最初からクリーニ
ング希望の方が増えてくれるといいの
ですが、現状ではまだまだなんです。
最近では歯周病で検索して当院のホー
ムページを見て来院する方も多くなり
ましたが、自発的に来院される方は全

体で見ればごく少数で、予防の大切さ
をメディアなどでコマーシャルしない
と国民はなかなか動かないことを実感
しています。
　そういう意味でも「Cresmile for 

Senior」のように、高齢の方でも豊か
な生活を送るためには健康な口腔と、
それを実現・維持するために予防歯科
が重要という情報発信を積極的にお願
いしたいと思っています。
中澤　現在メインテナンスに入ってい
る患者さんにアンケートを取っていま
す。その最後に「あなたにとって理想
の老後とは」という質問があり、「自分
の歯で美味しいものを一生食べ続けた
い」と書く方が6、7割もいらっしゃい
ます。好きなものを食べるためには歯
が必要ですし、より美味しく食べるた
めにはご自身の歯で食べることが理想
です。このたびの新型コロナウイルス
の影響で、自宅にいる時間が長くなる
と食べることが大きな楽しみとなり、
健康なお口の重要性を皆さんが感じて
おられるようです。プロである私たち
が、炎症がなくよく噛める口腔をしっ
かり提供できれば、「この状態を維持し
大事にしよう」という患者さんの行動
変容を促し、その結果予防歯科へとつ
ながっていくと感じています。
モリタ　本日は有意義なお話をありが
とうございました。

若林先生が中心となってプロデュースした予防歯科専門クリニック「オーラルケアクリニック
青山」（2016年4月オープン）
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