第57号

ラグビーワールドカップ
秋を楽しめそうです。
さて、当院では１０月より
皆様へより分かりやすく情報
を提供できるようにホームペー

日本決勝へ？
暑さ寒さも彼岸までといい
ジのリニューアルを随時行っ
予約システムも新たに構築

ますが、めっきり涼しくなり
いです。しかし９月２０日に
していきます。活用していた

ています。

ラグビーワールドカップが開
だけると幸いです。

ました。朝晩は少し寒いくら

幕し、熱い戦いが日本各地１

子 育て の 中 で の
大 切 な学 び
池田 由佳里
（中間市）
子育ての中で一番の幸運な
出来事・・・それは、三阪歯

ぴールームでは、寺子屋歯っ

科の先生とスタッフの皆様と

ぴー塾や中高齢者へのフレイ

また４月にスタートした歯っ

北九州市が強豪ウェールズ

から６年前、長女の歯並びが

２カ所で始まりました。
（当時世界ランキング一位）

ル予防教室、乳幼児親子への

気になっていたのがきっかけ

今後歯っぴルームいを一層

げた方が良いとのことで、床

受診をした結果、あごを広

れるなど、大切なことを再認

や、料理に固い食材を取り入

りと何回も噛んで食べること

において、食事の時にしっか

えました。

報告して、感謝の気持ちを伝

歯科のスタッフの方に電話で

初めて受診をしたのは、今

のキャンプ地となり事前公開

口育教室などを行ってきまし

です。

出会えた事です。

練習では１万６千人のファン
た。

を埋め尽くし、ウェールズチー

活用するために、皆様へ解放

矯正をしていただくことにな

私も学生時代より２０年近
くラグビーをプレーしていま
した。世界レベルの戦いと試

します。

（院長）

そして、当時１年生だった

て虫歯もない美しい歯という

の歯科健診で、歯並びが良く

そして最近、次女が小学校

これからも、家族で受診さ

なご対応に感謝しています。

たと思いますし、いつも丁寧

の皆様と出会えて本当に良かっ
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がミクニワールドスタジアム
ムへおもてなしのサプライズ

したいと考えています。ご希

事は、自分自身の歯も子ども

私がこの年齢になって思う

で国歌と応援歌を斉唱しまし

識させていただき、歯と食事

長女も次女も、三阪歯科の

望の方は是非ご相談ください。 りました。
床 矯正を 始め ると 同時 に

おかげさまで、２人の歯並

皆様からのご指導により、子

た。この雰囲気は世界へ動画

「ガムトレーニング」や「あ

びはきれいになり、その後も

どもの頃から歯に対しての知

の頃から大切にしておけば良

今後、小児歯科、予防歯科

いうべ体操」など舌や口の周

定期健診の度に、磨き残しチェッ

識や意識を持たせていただい

かったなという事です。

により一層力を注いでいく所

りを動かすトレーニングを教

クや磨き方の指導を丁寧にし

は密接な関係であると知るこ
存です。健康つくりの基礎を

えていただき、家で実践しな

ていただき、子どもたちにも、 たことが、これからの長い人

とが出来ました。

九州では福岡、大分、熊本

築いていくと共に健康寿命の

がら専用のカレンダーに出来

生で一番の宝になると思いま

配信され感動を呼び起こして

で試合開催があり、私は大分

た日を記録して、健診の時に

歯に対しての意識が高まり、

す。

います。

の準々決勝の観戦に行きます。 延伸を目指していきます。

出来ているかのチェックやア

歯を大切にしようという気持

皆様のご協力をお願いいた

ドバイスなどを、先生やスタッ

合の雰囲気を生で味わえるの

次女も、前歯に隙間があり、

事で賞状をいただきました。

三阪歯科の先生やスタッフ

ちが芽生えてきました。

一緒に床矯正をしていただく

しくお願いいたします。

せていただきますので、よろ

私もうれしさのあまり、三阪

次女もとても喜んでいて、
取り組みの中で、日常生活

事になりました。

ただきました。

フの方々に熱心に指導してい
日本チームも悲願の決勝トー

を楽しみにしています。
ナメント進出へ、緒戦快勝し
幸先の良いスタート切りまし
た。また２９日には世界ラン
ク３位のアイルランドを撃破
し１１月２日の決勝まで熱い

ウェールズ色に染まる小倉城
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URL： http://www.misakasika.jp/

自費の詰め物、被せ物のご紹介
歯科では治療で削った歯や、失った歯を補うために詰め物や被せ物をします。保険治療では金属を使
用しなければならないなど選択の幅は狭く、見た目や金属アレルギーなどの問題があります。一方、自費
治療では金属を使わず金属アレルギーの心配はなく、見た目も綺麗です。また、同じ金属を使わない詰め
物・被せ物でも見た目、硬さ、歯を削る量などに違いがあり選択の幅は広いです。今回は自費の詰め物・
被せ物の種類と特徴、費用についてご紹介させていただきます。 ※費用は1本の価格です（税別）
ダイレクトボンディング

コンポジットレジンというセラミックと樹脂の複
合材料を使い、歯の形・色を修復します。
利点：型を採らずに直接口の中で作るため、歯を削る量を最小限にできます。
歯に近い色をしているため見た目が綺麗です。金属を使わないため
金属アレルギーなどの問題がありません。
欠点：強度に劣ります。 費用：￥３０，０００
ジルコニア

インレー・クラウン

セラミック

インレー・クラウン

"ジルコニア”と呼ばれる非常に硬い素材で作る詰め物や被せ物
です。奥歯に向いています。
利点：透明感があり、歯に近い色をしているため見た目が綺麗です。
着色をすることでさらに細かな歯の色を再現できます。
金属を使わないため金属アレルギーなどの問題がありません。
欠点：色の再現性はセラミック(後述)、に劣ります。歯より硬いので、
歯軋りがあると歯の方が削れます。
費用：詰め物￥３０，０００/被せ物(着色なし) ￥４０，０００
Gikoホームページより
被せ物(着色付)￥５０，０００/被せ物(高度着色)￥６０，０００
セラミックで作る詰め物やかぶせものです。ジルコニアより色合わ
せがしやすく、見た目を重視する前歯に向いています。
利点：歯に近い色・硬さをしています。色の再現性が高く着色（ステイニング）をする
ことでさらに天然歯に近くなります。金属を使わないため金属アレルギーなど
の問題がありません。
欠点：脆いため、ジルコニアに比べ歯を削る量が若干多くなります。
費用：詰め物￥３０，０００/被せ物(着色なし）￥５０，０００/
被せ物(着色)￥６０，０００
ivoclar社ホームページより

キレイデス

金属の代わりに柔軟性のある樹脂で作る入れ歯です。

利点：金属が見えないため、見た目が自然で軽いです。
欠点：歯に密着させるため、慣れるまで多少の圧迫感があります。
費用：小さい義歯（片側）￥１２０，０００/大きい義歯（両側）￥１５０，０００

愛歯ホームページより

チタン床義歯

上顎を覆う部分にチタンという非常に軽い金属を使用した入れ歯です。
利点：樹脂の入れ歯に比べると薄くできるので、違和感が少ないです。
欠点：わずかですが金属アレルギーのリスクがあります。合わなくなった場合調整が難しくなります。
費用：￥３００，０００
インプラント

歯を失った部分の顎にチタンを埋め込み、失った歯を補います。
利点：歯を削らずに失った部分を補えます。見た目が自然です。
欠点：外科手術が必要です。顎の骨が薄い場合できないことがあります。
費用：￥３００，０００
【保証期間】ダイレクトボンディングは3年間、他全て5年間
【保証条件】当院での定期健診を継続して受けている場合
お口全体の詰め物・被せ物の見積もりが必要でしたらお気軽にご相談ください。 （小原成将・増井真澄）
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葉を耳にすることが増えてき

最近「フレイル」という言

た。今回は皆様にお馴染みな

歯っぴールームで行われまし

が９月１４日に三阪歯科医院

第２８回寺子屋歯っぴー塾

キッズクラブ会長でありトラ

ロンボーン、患者さんで初代

ルトサックス、小原先生のト

休憩をはさんで、院長のア

えしての塾でした。残暑の中、 た。

りました古代真琴さんをお迎

イアスロン仲間の鴨狩 円さ

かり３０分間体を動かしまし

５歩のマーチの歌に合わせしっ

チ体操後東京ブギウギ、３６

の資格をお持ちです。ストレッ

管理栄養士、健康運動指導士

導がありました。和田さんは

里よりフレイル予防体操の指

２時間目は当院の和田紫央

ギター伴奏で歌いあげていた

詞の意味を紹介され、切々と

唱です。最初に素敵なこの歌

レイズ ミー アップ」の独

ができます。最後に「ユー

る可能性が十分期待すること

ぐことでフレイルを防止でき

あり、お口の機能の低下を防

前段階にオーラルフレイルが

まれていました。フレイルの

したが皆さん一生懸命取り組

ていきました。結構ハードで

操、腹式呼吸、舌の運動を行っ

を織り交ぜ、シッカリ顔面体

いつものように軽妙なトーク

・ユーモアを交えて役に立つ

良いと思います。

も思いついた時にできるので

・このエクササイズはいつで

入れる準備をし、そしてお口

んが食べ物を認識し、お口に

ほ乳期～離乳食期は、赤ちゃ

子どもさんがいらっしゃるお

前、離乳食を始めたばかりの

は、妊娠期間中～離乳食開始

ムにて開催しました。対象者

ん歯科セミナーを歯っぴールー

みませんか～」と題し、赤ちゃ

さん～子どもの生きる力を育

「マイナス１歳からの歯医者

８月７日、８月２８日に、

るということをお話ししまし

康は３歳までの食習慣で決ま

和田紫央里から、一生涯の健

した。そして、管理栄養士

口の育て方や妊娠期からのむ

し、妊娠期～離乳期までのお

第２８回寺子屋歯っぴー塾

ました。院長より「フレイル」
んのピアノ、急遽参加の古代

だきました。１時間２０分の

の機能をトレーニングするた

目が始まりました。

母さんとご家族としています。 し歯対策についてお話ししま

赤ちゃん歯科セミナー
を始めました！

について説明がありました。
真琴さんのギターのカルテッ

ことを教えていただきありが

３０数名の参加を受け１時間

フレイルとは健康と要介護の

トで生演奏を３曲行いました。 時間があっという間に過ぎ、

といわれています。大切な子

体つくりに大きな影響がある

な期間です。将来の顎の成長、

に開催を目指します。多くの

ナーですが、月に一度定期的

まだ駆け出しはじめのセミ
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中間の状態です。初期の段階

うに見えました。古代さんい
三阪歯科医院では寺子屋歯っ

どもさんに、歯ならびがよい、 子どもたちが生涯を楽に健康

た。

ンの掛け合いで「駅馬車」、

つも素敵な時間をありがとう

ぴー塾、歯っぴー通信などを

に過ごすことができるよう発

めの、人生にとって大変重要

進行を遅らせることができま
次にジョージガーシュイン作

ございます。

通じて皆様の健康寿命を延ば

顔立ちがよい、むし歯のない

信していきたいです。

とうございます。

す。健康寿命を保つことがで
曲のオペラ「ポギーとぺス」

【患者さんの声】

すお手伝いをしていきます。

人生のきっかけになればと思

皆様身も心もすっきりしたよ

きいわゆるＰＰＫ（ピンピン

より「サマータイム」、最後

・健康は口からですね。納得

これからもご参加よろしくお

先ずはサックスとトロンボー

コロリ）を実現しようという

に中島みゆきさんの名曲「糸」

しました。ピンピンコロリを

で気づき手を打つことでその

話でした。

です。院長がまさにフレイル

いスタートしました。

（小原美恵）

願い致します。

う！」と題

始めましょ

幼児期から

口生活を乳

にわたる健

ら、「生涯

小原美恵か

科衛生士

まず、歯

目指します。

令和１年１２月７日（土）
14:０0～16:30
三阪歯科医院
歯っぴールームにて
ゲスト：山崎真理子先生

予防で始めたアルトサックス
ですが３年目となり
寺子屋歯っぴー塾で
は３回目の披露とな
ります。少しは上達
したでしょうか？
トリは本日のメイ
ン、お待ちかねの古
代真琴さんのトーク
＆ライブショーです。

次回第２９回寺子屋
歯っぴー塾開催予告

今年も、院長、堀さんにとって、よい年でありま
すように。（和田紫央里）

お誕生日おめでとうございます！
７月２５日に、院内研修の後、歯っぴールーム
にて堀さんのお誕生会を開きました。スタッフか
ら、堀さんお気に入りの化粧品をプレゼントしま
した。いつも元気で明るい堀さん、診療室を明る
い雰囲気にしてくれます。また、患者さんにも心
温まる声掛けで、緊張をほぐしてくれてます。小
さな子供さんも安心して治療してもらってます。
堀さん、ますます素敵な女性になって下さいね。
また、８月２２日には、院長の６８歳のお誕生
会を開きました。いつも前向きに、どんなことに
も挑戦する姿勢に、スタッフは学ばされています。
趣味のアルトサックスにも、ますます磨きがかか
り、演奏を楽しみにしています。いつもお忙しい
中、スタッフの為に素敵な時間を作って下さる院
長と奥様に感謝しています。ありがとうございま
す。

ラグビーワールドカップをテレ
ビ観戦しています。アイルラン
ドVSサモアの試合だけチケット
を取りました。生で観戦できる
のを楽しみにしています。
（野崎真由美)

最近カメラを持ってのお出
かけをしていません。これ
からの時期はコスモスなど
撮影スポットを探して出か
けます。（友利一美）

8月からほぼフルタイム勤務を目指し、娘を保育
園に入園させました。現在、親子共々新しい生
活に慣れることに必死ですが頑張りたいと思い
ます。また、9月に新居に引っ越ししました。気
持ちよい空間を保てるようにこまめに掃除をし
ていきたいと思います。（小原美恵）

自宅の庭に柚子が沢山
なりました。今年
はゆずジャムを作っ
てトーストやヨー
グルトに入れて食
べたいです。
（堀 智美）

断捨離をし
ています。お
正月までにスッ
キリさせたい
と思っていま
す。
（和田紫央里）
秋は美味しい食べ物がたく
さんありますが、誘惑に負
けず、年内に体脂肪を７％
減らしたいです。
（髙田美由紀）

９月にお休みを頂いてバリ島に行っ
てきました。トレッキングにシュ
ノーケリングに…。バリ島の自然
を大満喫しました。４時間半のロ
ングスパも最高
に気持ち良かっ
たです(^_-)-☆
（増井真澄）

引っ越して職場が少し遠
くなりましたが、自転車
通勤を続けていきます。
（小原成将）

編集後記

歯っぴー通信５７号いかがで

したか？今回患者様体験記を書

いて下さった池田様、本当にあ

私自身が最近嬉しく感じるの

りがとうございました。

が三阪歯科を受診された患者様

が、子供さんやご両親やお友達

を紹介してくださって、皆さん

が定期健診を受けに来て下さっ

ている事です。治療の後も痛く

なくてもきちんと健診を受けて

いただくことで全身の健康の手

助けになれることが嬉しいなあ

と感じます。池田さんも娘さん

が学校で表彰されたそうでおめ

でとうございます！！

前回行った寺子屋歯っぴー塾

ではお口と全身から健康につな

がる為のフレイル体操を実践し

ました。皆様がコツコツ続ける

ことが大切です。ぜひ実践して

くださいね。私自身体の健康の

思っています 。

ためにも筋肉づくりをしたいと

ジム に 通 うの

は無 理 な ので

家で で き るス

トレ ッ チ から

毎日 コ ツ コツ

とをやります 。

（友利一美）
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庭の金木犀がいい香りで
秋だなぁと感じます。涼
しくて過ごしやすいので
お弁当を持ってお散歩が
てら山に紅葉を見
に行ったりして秋
を楽しみたいです
(久枝夏美）

