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医療法人 地の塩会

プライマリー歯科クリニック ニュースレター

プライマリー歯科クリニックは、大阪市都島区で2007年に開業し、

今年4月で、開業８周年を迎えました。

皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。

、 。これからも地域医療のために頑張る所存ですので よろしくお願い致します

院長 李 容顯
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6月4日は「むし」と読めることから、虫歯予防デーとなっています。

今回は、虫歯の効果的な予防方法を採り上げたいと思います。

「フッ素」という言葉を見たり聞いたりされた方は多いと思います。

虫歯は、虫歯菌が出す酸によって、歯が溶けて、歯が破壊されていく疾患です。

フッ素（フッ化ナトリウム等）は歯に作用して、虫歯菌が出す酸で溶けにくい、強い歯に

する効果があります。

フッ素の利用方法には、以下の方法があります。それぞれの虫歯予防効果も記載します。

、 、 「 」 。最も虫歯予防効果があるのが ③の フッ素洗口液での うがい であることが判ります

①のフッ素入り歯磨き剤の使用は一番ポピュラーなものですね。現在、市販されている歯

磨き剤のほとんどにフッ素が含まれています（モノフルオロリン酸ナトリウムと表示され

ている場合もあります 。ただ、この場合、歯みがき後にうがいをすることで、フッ素のほ）

とんどが流されてしまうという欠点があり、予防効果は20～30％に留まっています。

②の歯科医院でのフッ素塗布も昔から知られている方法ですが、高濃度のため、塗布する

回数が限られ、③のフッ素洗口の方が予防効果が高いことが示されています。

そこで、一部の学校では、③のフッ素洗口液を用いた「うがい」を取り入れて、虫歯予防

に効果をあげています。

① フッ素入り歯磨き剤の使用 …… 虫歯予防効果 20～30％

② 歯科医院でのフッ素塗布 …… 虫歯予防効果 30～40％

③ フッ素洗口液での「うがい」…… 虫歯予防効果 50～80％

出典：医師薬出版「フッ素ではじめる虫歯予防」
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自宅で簡単にフッ素洗口をする方法があります。

ビーブランドという会社から、フッ素洗口液が発売されています。

１日１回、夜の歯みがき後、このうがい液で1回うがいするだけです。

その後は、水でうがいせず、就寝します。

寝ている間に、口に残ったフッ素が歯を強くします。

プライマリー歯科でも扱っていますので、お声かけ下さい。

安全にフッ素を利用するには、フッ素濃度が重要です。

利用法によって、濃度が定められています。

① 歯磨き剤中のフッ素濃度 …… 1,000 ppm程度

② 歯科医院でのフッ素塗布液の濃度 …… 9,000 ppm程度

③ 家庭でのフッ素洗口液中のフッ素濃度 …… 250～500 ppm程度

歯科医院で塗布するフッ素は高濃度のため、塗布間隔を開ける必要があります

家庭で用いるフッ素洗口液は、低濃度のため、毎日うがいをしても問題ありません。

医院価格

円（税込）870

右のグラフは、小学校でフッ素洗口を

取り入れた学校での、虫歯予防効果を

表しています。

フッ素洗口を行った場合に、明らかな

。虫歯予防効果があることがわかります
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楽しい介護事業所楽しい介護事業所

～ セールスポイントは“オーダーメイド介護～

ひかりの杜」さんは、地下鉄堺筋線「南森町」から徒歩2分、JR東西線「大阪天満宮駅」から徒歩5「

分という交通至便の天神橋商店街の中にあります。施設の中に入ると、オープンに向けてリフォームさ

れた、明るくてきれいな室内。天井には白い雲が飛ぶ青い空が描かれていて心が和みます。施設長の岩

崎博之さんに、当院の土居がお話を伺いました。

このコーナーは、地域で頑張っておられる施設のご紹介をさせて戴くコーナーです。今

回は、北区天神橋筋商店街のデイサービス施設「ひかりの杜」さんをご紹介させていた

だきます。今年2月に、大阪市北区池田町にあったデイサービス「ひかり倶楽部」と統

合し、装いも新たにリニューアル・オープンされました。

プライマリー歯科 (以下プ) : 商店街の中にあ

りますが、送迎車利用の場合はどうされて

いるのですか？

岩崎さん(以下敬称略) : 警察と商店街の許可

を得て、送迎車は施設の真ん前まで出入り

ていますので、足の悪い方などでも大丈夫

ですよ。

プ：定員と利用者数、スタッフの数を教えて下

さい。

岩崎：定員は2７名です。利用者の数は統合し

たばかりでまだ曜日によりばらつきがあり

ますが、金曜日などはコンスタントに20

名を超えています。スタッフは看護師、柔

道整復師、ケアマネジャーと介護スタッフ

など、1日当たり8名体制でお世話させて

いただいています。看護師は日によっては

2名体制にしています。

賑やかな天神橋筋商店街に面しています
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利用者の皆さんとスタッフの方々

施設長の岩崎さん

営業日､営業時間、サービス提供地域を教えて下プ：

さい。

岩崎：月曜日から土曜日まで朝9時から夕方5時半ま

でで、祝日も営業しています。サービス提供地域

は、北区、都島区と、中央区の中央大通りの北側

です。

プ：セールスポイントは？

岩崎：キーワードというか “売り”としているのは、

「オーダーメイド介護」ですね。利用者さんのや

りたいこと、望むことを把握して、可能な限り個

別に対応するようにしています。

あと、自宅では、なかなかお風呂の浴槽の中まで

入れない方の為に「リフト浴」を配備しました。

大変喜ばれています。体の痛みを和らげるための

柔道整復師によるリハビリなんかも人気がありま

すね。

プ：施設として特に心がけていることは？

岩崎：商店街の中にありますので、商店街全体の介

護や福祉についての相談窓口として、機能を果た

せるよう心がけています。あと、外部からの利用

について問い合わせがあった場合は、すぐに回答

出来るようにしています。

プ：今後の目指す方向性や、やりたいことは？

岩崎：２つあります。一つめは、施設の周辺・近隣

には様々なお店や、季節により「天神祭」や商

店街も賑やかになる「えべっさん」なんかもあ

りますので、利用者の皆さんの機能訓練の一環

として、四季折々の地域の特性を活かした施設

の外での活動なんかも視野に入れていきたいと

思っています。二つめは、地域貢献の一環とし

ても、重度の認知症の方々を積極的に受け入れ

ていきたいということです。そのために、認知

症の研修にスタッフを積極的に参加させていま

す。あと、女性の利用者が多いので、今後は男

性の利用者も増やしたいですね（笑）

プ：ありがとうございました｡

≪ 基本情報 ≫

施設名 ： 「ひかりの杜」

所在地 ： 大阪市北区天神橋筋3丁目2-31 小西ビル

電話/FAX ： 06-4801-9777 / 06-4801-9888

営業日 ： 月～土 (祝日含)

営業時間 ： 09:00～17:30

ｻｰﾋﾞｽ提供地域 ： 北区 都島区 中央区(中央大通北側)

施設代表者(敬称略) ： 藤本 洋平

施設長(同上) ： 岩崎 博之
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訪問歯科って、どんなことをするのでしょう。

今回は、入れ歯の作成手順を御紹介します！

訪問歯科ってどんなことをするの？

では、さっそ く義歯を

作ってみましょう

ステップ １

既製のトレーで型どりを行い、

患者様のお口に合った個人トレーを作ります。

ステップ ２

個人トレーで、もう１度型どりを行います。

、 。個人トレーを用いることで 精密な型をとることができます

（小さな入れ歯では、個人トレーを作らない場合もあります）

既製のトレーにのせます

コネコネしたら・・
水と、型取りの粉を用意します

個人トレーができました

規制のトレーで型どり

お口に入れます

精密な型ができました
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咬み合わせと高さを合わせます
火で溶かし、合わせていきます

赤い部分は「ロウ」で、

できています。

溶かしながら

「咬み合せと高さ」を

合せていきます。

仮合せをします

赤い部分は、まだロウです

わぁーい！入れ歯ができたよ～

いただきまーす！

金具のある義歯 金具のない義歯

ステップ ３

入れ歯の基礎となるものを「ロウ」で作ります。

これをお口に入れて、入れ歯の高さと噛み合わせを合わせます。

ステップ ４

仮合せをします。

歯茎の部分は、まだロウです。

完成前の確認をします。必要ならば修正を行います。

ステップ ５

義歯の完成です。

調整して、お口に装着します。

義歯は最初、痛みが出やすいため、

完成後、数回調整が必要です。
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ご自宅でご自宅で

歯科受診が歯科受診が

できますできます

食事をおいしくいただくことは、大きな喜びです。ま

た、高齢者にとって食欲を持つことは、体力を保

つために大切なことです。

口の中が痛かったり、入れ歯があわなかったりす

ると、食欲も落ちてしまいます。

私たちは、皆さまが楽しい食生活を送れるよう、

お役に立ちたいと考えています。

通院困難な高齢者（あるいは障がい者）の方の

ご自宅に、当クリニックから歯科医師が訪問い

たします。お気軽にご相談ください。

医療法人 地の塩会

プライマリー歯科クリニック
TEL 06-6926-0021〒534-0022 大阪市都島区都島中通3-11-8

FAX 06-6926-0023 http://primary-dental.com/ ﾒｰﾙ mail@primary-dental.com

年 月歯科医師 担当表 2015 5

院長 李 容顯

月 前田河 悠美代

院長 李 容顯

火 前田河 悠美代

道満 由美

院長 李 容顯

水 道満 由美

院長 李 容顯

木 崎中 勲

髙橋 直子

院長 李 容顯

金 道満 由美

義歯

ポータブルレントゲン 口臭測定器

歯と同じ色のかぶせ

訪問歯科診療のご案内
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土居

広域医療法人の本部での勤

務経験を踏まえ、人との繋

がりを大事に、フットワー

クの良さをセールスポイン

トにしています。

和田

看護師の資格があり、患者

さんの視点と医療従事者の

視点で日々の業務に当たる

よう心掛けています。

白井

誠実と根性がセールスポイン

トで、出来るだけ多くのケア

、マネさんと仲良くなれるよう

。日々の業務で心がけています

「ジョイリハ関目高殿 デイサービスセ
ンター」は大阪市旭区に位置する、機
能訓練専門のデーサービスです。2012
年1月にオープンされました。



和の趣の玄関


