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歯科先進国のスウェーデンを凌ぐほどの結果
を示しています。

それほどに歯科医療においてはメインテナ
ンスの効果は大きなものなのですが、
こうした

ちなみに、日本全体の15〜19歳時のカリ

取り組みをシステム化し、診療にきちんと反映

エスフリー率は36％程度です。
また、成人にお

させている診療所は残念ながら日本において

いては、長期にわたりメインテナンスを継続し

はまだ非常に少ない状況にあります。
このよう

ている方は治療後の抜歯率が大変低く、20年

な取り組みを日吉歯科診療所だけでなく、多

以上メインテンスを継続している方について

くの診療所にも取り入れてもらおうと考え、セ

は、その間に歯を失う本数は平均0.9本です。

ミナー等の活動も平行して行ってきました。そ

こうした診療所の取り組みは、様々な論文

の結果、日本各地でそうした診療所が生まれ

日吉歯科診療所について

になり海外においてもその成果は注目されて
います。患者さんが日常的に家庭で行う適切

そのような歯科医療のあり方を、一人でも

日吉歯科診療所では、これまで長期にわた

なブラッシングやフロッシング、またフッ化物

多くのみなさんに理解していただけることを

り定期的で継続的なメインテナンスを主体に

の効果的な使用が、口腔の健康を守るために

願っています。

した歯科診療を推し進めて参りました。

必要なことに違いはありませんが、それに加

その結果、5歳以前から定期的に来院してメ

えて、定期的に歯科衛生士に細菌を減らすた

インテナンスケアを受けている子供たちにお

めのクリーニングをケアとして受けていただく

いては、20歳時に永久歯に一本のむし歯のな

ことは、健康を維持することをより確実なもの

来院する患者の口腔の健康状態を世界一にすること
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妊娠５週辺りから軽い悪阻を感じるよう

ゲルタイプを歯科診療室のメンテナンス

もできなくなりタクシーで通勤するよう

置いています。使用開始してまだ日が浅

大竹 萌

阿部 繭

になり、7週あたりからは電車に乗ること

ルームの手洗い場に除菌、消臭目的で

になりました。悪阻が誘発される一番の

一般市民に啓蒙する

歯数を5歯以下にする
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2. 歯科医療における定期的なメインテナンスの重要性をより多くの

いですが、水回りの臭いが若干改善され

トリガーは臭いで、以前は全く気になら

たように感じます。無臭で使用しやすい

なかったような生活の中の様々臭いに

3. 医療を志す学生や若い歯科医師・歯科衛生士に対し、臨床歯科医

点が一番の長所だと感じました。開封

とても敏感になり、臭いを少しでも感じ

療が負うべき責任と可能性を示し、健康を守る歯科医療を担う人

4. 新たな齲蝕、歯周病の発症をコントロールし、70歳時の平均欠損
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た全ての患者に提供する

3. 20歳成人でカリエスフリー90%以上、歯周病のない状態を実現する
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A2Careを使用した皆さんの声

日吉歯科診療所6つの使命(ミッション)

2. 12歳時でカリエスフリー90%以上を実現する
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1. 5歳時でカリエスフリー90%以上を実現する
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始めてきています。

い人（カリエスフリー)の率80％以上を達成し、 にしています。

目標

歯科医師

歯科医師

材を育成する

後、1ヶ月半〜2ヶ月と長期間使用できる

ると途端に体調が悪化していました。そ

ことも交換などの手間がかからないので

用することで無臭の空間になると、悪阻

たいと思っています。スプレータイプは

んな状態であっても、A2Care製品を使

4. 日吉歯科診療所で行われている歯科診療の結果をふまえ、口腔の
健康を守る歯科臨床のあり方を診療システムやスタッフ教育も含

助かります。今後、継続して使用していき

が軽くなりました。ゲルタイプA2Careを

気になる箇所に直にスプレーできるの

置いてあるお部屋と置いていないお部

めて公開する

で使用しやすいです。

屋とでは、置いてあるお部屋の方が吐き

5. 日吉歯科診療所では毎日の診療のデータを常に分析し、それらの

気がしないように感じました。

臨床研究から今日の歯科医療のエビデンスとなる情報を発信し
続ける
6. 介護が必要になった人にも、適切なケアを提供できるようなシス

歯科衛生士

受付

テムを構築する

渡邉 奈緒子

小川 真央

受付はスタッフや患者さんが必ず通る

以前ロッカーに香りのある消臭剤を置

汗、香水など様々な匂いが入り混じりま

が強すぎて逆効果であったため、除湿剤

場所ですので処置の匂い、患者さんの

汐 留 診 療 所 長 熊 谷 直 大から皆様へ

いていたとき、小さな空間に対して香り

す。
でもAIR MISTYを使用しているとそう

2020年、東京ではオリンピックが開催されます。これから東京にますます世界の注目が集まる
中、私たちが本当に最高の口腔健康と笑顔で おもてなし ができるかは、
これからの私たちの行動

のみ使用していました。A2Careゲルタイ

いった匂いが消え、気付くと清々しい空

プは無臭で、置いていることを忘れてし

ができないのでこういった安全性と消

あると感じました。

気になっています。当院は窓がなく換気

にかかっています。

まうくらいでしたが、それが一番快適で

臭効果の高い製品はありがたいです。

日吉歯科診療所が山形庄内においてデータで実証し、世界に驚かれてきたのは、虫歯も歯周病

空間の大きさに合わせて使用できるよ

エントランスと洗面所ではゲルタイプを

も本来予防できる疾患であるということです。

う、将来的にはサイズ展開があると良い

使用していますが置いておくだけで匂

そのため、日吉歯科診療所汐留には日吉歯科において適切な教育を受け、確かな疾患リスクア

かと思っています。

いがこもることなく快適な空間を保てて

セスメントと予防メインテナンスを提供できる歯科医師、歯科衛生士を配置します。治療が必要な

います。AIR MISTYもA2Careのボトルも

デザインがシンプルでスタイリッシュな

方は、日吉歯科の予防医療を熟知し、
さらに質の高い高度医療を提供できる米国専門医と相談し、

ので置いてあっても雰囲気を損ないま

受診できるようにしました。

せん。

質の高い予防を主体とした歯科医療、それによる健康価値、そして実際に健康な人々の存在が、
本格的にこの国に広まってほしい。東京でも皆、歯が健康で美しく、歳を重ねてもおいしいものをな
んでも食べられる。
このことがあたりまえの次の時代へ、
まずはご自身から一緒に始めましょう。
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