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院長

すものね。
市 島 おっしゃるとおりです。です
から、ドクター全員が講習会や学会な
どに参加し、常に勉強を心掛けていま
す。歯科衛生士に関しても久光先生が
指導されている「ホワイトニング・コ
ーディネーター」
、また、
「歯科ドック
コーディネーター」などの資格がある
のですが、当院の衛生士はチーフの高
木、副チーフの荒川を始め、多くの衛
生士がその資格を取得しています。
デ ヴ ィ 衛生士さんも他のスタッフ
の方々も勉強は大切ですね。
高木 衛生士の高木です。当院では治
療にいらしていただいている患者さ
んには、予防も含め４ヶ月に一度定期

こ
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●インタビュアー

デ ヴ ィ 歯科ドックもなさっている
とか？
庄 田 庄田と申します。私からお話
させていただきます。多くの患者さん
は歯周病、虫歯などでいらっしゃいま
すが、実際、口腔内でがんを見つける
ことも少なくありません。皆さん身体
のメンテナンスで人間ドックへ行か
れる方は多いのですが、実はまだ日本
では人間ドックにおいて、歯科の部分

がんの早期発見に努める

検診に来ていただくようお話し、虫歯
や歯周病の早期発見・早期治療を心掛
けております。検診は虫歯、歯周病、
入れ歯などのメンテナンスをしてい
きます。
デヴィ 定期検診は必要ですよね。ホ
ワイトニングはどのような方が来院
されるのですか。
真 壁 衛生士の真壁です。もともと
の歯の色を気にされている方や、ブラ
イダルでの需要も多いですね。一生に
一度の記念ですから。一度ホワイトニ
ングされた方は、やはり、こまめにメ
ンテナンスにいらっしゃいますし、ホ
ワイトニングもさまざまな種類があ
りますので、その方にあった、方法で
行っています。やはり、口コミで来ら
れる方が多く、先日も就職活動で「歯
がチャームポイントです」と言えるよ
うになりましたと言っていただくこ
とができ、私たちも大変喜んでおりま
す」

いち じま

有能なスタッフをそろえ、
９時から９時まで年中無休
デ ヴ ィ 可愛らしい歯科医院さんで
すね。始められてどのくらいですか？
市島 ６年半ほどになります。
デ ヴ ィ こちらの歯科の特徴を教え
てください。
市島 当院の特徴としましては、朝９
時から夜の９時までの診療時間、年中
無休、最新インプラント、矯正専門医
による矯正治療、歯科技工士のいる院
内技工室の併設などがあげられます。
独自の技工室では、急な事態にも素早
い対応でき喜ばれています。たとえ
ば、高齢者の方の入れ歯が落ちて破折
したり、歯の部分が取れたりしてもす
ぐに修理ができます。
デ ヴ ィ 高齢者の方にはとてもうれ
しいことですね。
市島 はい。それから、当院では歯科
の検診などの予防的な治療にも力を
入れています。アンケートによると口
腔内に異常を感じている方は６割以
上いらっしゃいますが、実際に来院さ
れる方は１割くらいだそうです。
デヴィ それは少ないですね。
市島 ええ、ですから、多くの方にそ
ういったお口の不安を解消していた
だきたいですし、また、予防の重要性
にもっと気づいていただけたらと思
っています。歯科への受診もこれから
は治療よりも、予防というものに変わ
っていくのではないかと考えていま
す。８０２０運動というものがありま

が組み込まれていないのが現状です。
口腔がん、舌がんなどのがんも早期発
見、早期治療を受けていただくことが
重要ですから、異常に気づいたり、予
防したりしていくことが私たちの使
命だと思っています。ですから、いつ
か人間ドックに歯科が組み込まれる
ことを希望しています。早い段階での
治療やあらゆる意味で生活全般から
改善できるアプローチをしています。
長年、大学病院の口腔外科でがんの治
療にたずさわってきたドクターの直
鳥とともにこの分野に関しても取り
組んでいます。
直鳥 がんの早期発見のチェックだ
ガク
けでなく難抜歯や顎（あご）関節症の
治療なども行っております。
デ ヴ ィ それにしても日本人は歯周
病が多いですね。
稲 吉 それは日本人は欧米人よりも
骨が薄いということ、歯茎が弱いとい
うことがあげられます。またあごの骨
が弱いことにも原因があります。最近
では、歯周病菌を遺伝子レベルで解析
できるようになりましたので、早い段
階で治療することでかなり結果が出
ています。
曽根 病気になったら病院へ行く、痛
くなったら歯科へ行くというよりは、
健康な体を作るという予防医学に力
を入れていきたいと考えております。
デヴィ 最近では、お子様の虫歯が少
なくなったのでは？
井坂 確かに減ってきております。や
はり、子どもの頃からの予防が大切だ

すが、これは 歳で自分の歯を 本残
しましょうという運動で、県の歯科医
師会でも力を入れています。この運動
が立ち上がってから 年が過ぎ成果
も実りつつあるのですが、いまだ日本
人の平均は 歳で残っている歯は
本ほどです。歯は健康を維持するため
の食にとって必要不可欠ですし、歯や
口腔の健康が長寿のキーポイントで
もあります。ですから、その歯が健康
であることの意識付けや大切さの認
識も皆様にお伝えできたらと日々努
力しております。
デヴィ そのとおりですね。こちらで
は審美歯科やインプラントもなさっ
ているのですか。
市島 はい、もちろんドクター全員が
注目している分野です。ですから、熱
心に勉強会を開いています。特に審美
歯科の第一人者である昭和大学教授
でアジア審美学会会長の久光久先生
の講演会にスタッフが参加したり、当
院の勉強会にお越しいただいて、ドク
ター、歯科衛生士、その他のスタッフ
全員が久光先生にご指導いただりし
ました。また、当院ではインプラント
の分野にも有能な経験豊富な歯科医
師（庄田・井坂・稲吉・曽根）が活躍
しております。専門医はインプラント
が可能かどうか、入れ歯が最良なのか
ということを診察し、患者さんに納得
していただきながら治療を進めてい
ます。もちろん、入れ歯なども昔に比
べてかなり良くなっています。
デ ヴ ィ 医学の世界の進歩は速いで
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と思います。小児歯科に関しては、歯
並びの問題も多いですね。矯正につい
ては専門の先生と協力しながら、治療
にあたっています。咬合育成も含めた
一口腔単位の成長を見守る歯科治療
を考えております。
デ ヴ ィ 日本も子どもの頃からしっ
かり予防を心掛けてほしいですね。欧
米の方は歯をきれいにすることは生
活の一部ですからね。
市島 そうですね。久光先生は講習会
や当院の勉強会で「キレイな歯並びと
歯そのものの美しさは身だしなみの
ひとつ」とおっしゃっていました。
デヴィ いい言葉ですね。確かにそう
ですね。最後に今後の展望はどのよう
にお考えですか？
市 島 今後も地域密着型の歯科医院
として、地元の皆様のお役に立てたら
と努力してまいります。それぞれの専
門分野を生かし、総合的な歯科治療を
目指し、そして、最善で最良、最新の
治療を心掛けて診療していきたいと
思っております。
デヴィ これからも期待しています。
ありがとうございました。
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心の通い合う最新治療を目指す
地域密着型歯科医院

クリニックのお知らせ

らいおん歯科
まんだ医院
月～土は夜９時まで
日・祝は夜７時まで

診療

高村団地
そば

年中無休

当院の特徴
小児歯科

カウンセリング
まずは、みなさんのお話を
お聞かせください。
みなさんと対話する事で不
安や緊張をほぐし、その方
に合ったオンリーワンの治療
を計画します。

歯周病
（歯肉炎・歯槽膿漏）
歯周病で歯を失わないため
に、ブラッシングと定期健診
で歯周組織の維持管理を万
全にします。

矯正歯科
歯並びを美しく、機能的な噛み
合わせを得ることは、口の中だ
けでなく全身の健康にも大きく
影響します。現代の矯正は、治
療時に審美面を考慮した装置も
ありますので、お気軽にご相談
ください。

歯科治療が初めての小さな
お子様には、マイルドな治
療から始めて徐々に本格的
な治療に移ります。
虫歯の予防治療やブラッシ
ング指導にも力を入れてお
ります。

ノンクラスプデンチャー
インプラント
歯がなくなったとき、失われた
部分に人口の歯根（インプラン
ト）を植え込み、 その上に修
復物を装着して、機能を回復さ
せる治療法です。第３の歯とも
いわれ、入れ歯のわずらわしさ
から開放されます。

弾力性に富む素材を用いる
ことで、金属バネを使わな
い設計が可能になりました。
一見、入れ歯と識別がつき
にくく、ご好評いただいてお
ります。

歯科口腔外科
歯の状態によっては抜歯等の外
科的処置も行っています。また、
口を開けると顎がカクカク鳴
る、顎が痛い、口が開けにくい
等の症状で不安に思われている
方もご相談ください。
その他、インプラントのご相談
も承ります。

キッズルーム
子育て中のお母様に歯科治
療に専念していただきたい
という想いから、キッズルー
ムをを併設しました。赤ちゃ
ん連れの方もお気軽にお越
しください。

診療時間
月～土

９：００～１３：００／１５：００～２１：００

日・祝

９：００～１３：００／１５：００～１９：００

各種保険取扱

初診・急患随時受付

電話予約受付中

TEL：0463 - 36 -1182

http://www.lionshikamanda.jp

〒２５４－０９１３ 神奈川県平塚市万田１０９－１

携帯サイトはこちら http://www.lionshikamanda.jp/i
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