
     

＜問題点＞
●持つところが短いので持ちにくい
●音波振動なのにブラシの部分の振動が弱い
   （毛先を歯に当てるだけでは汚れを落せない)
●ブラシの毛幅が広いので歯と歯の
　すき間に毛先が入らない
　（歯と歯の間、歯が凸凹しているところ、ポケットが深い所
　は磨けない）
●性能が低いのに高価
　　　　　　　

＜でも電動歯ブラシは優れものです。＞
私が電動歯ブラシをおススメする理由は、より短時間でより
綺麗に磨けるからです。そのため、虫歯や歯周病の予防効果
が高いので少々高価でもおススメしています。
それに見合う商品はメディクリーン（オムロン）とソニケア
（フィリップス）です。
また、※ドルツ（パナソニック）も良い商品ではありますが、パ
ワーが弱いので、2列ブラシを使用されれば同等の効果が得
られます。
また、歯周病が進行している方や歯並びが悪い方に
は付属品でポイントブラシが使えるメディクリーンと
ドルツがおススメです。総合的に考えて今おススメは
メディクリーン（オムロン）です。
※ドルツは従来の商品です。

＜既にポケットドルツを購入された方へ＞
ポケットドルツは全く使えないわけではないのですが、汚れ
を落とすのが苦手な部分があります。その部分を理解して、
普通の歯ブラシ、歯間ブラシ、フロスと併用されることをおス
スメします。
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こんな電動歯ブラシはいらない！！

大震災
電動歯ブラシ研究家の私として絶対に
おススメできない電動歯ブラシが大人気なので、
あえて報告させていただきます。
あくまで、いち専門家としての見解ですので
選択される時の参考にしていただければ幸いです。

このたびの東日本大震災において、お亡くなりになられた方々 のご冥福をお祈りし、

ご遺族の皆様へ深くお悔やみを申し上げるとともに、 被害にあわれた皆さまに心よりお見舞い申しあげます。
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本来、電動歯ブラシの特徴は、手を動かさなくてブラシを
歯面に当てておくだけで汚れを落とせるはずなのにこの
商品はできない。つまり、ポケットドルツよりも手で磨いた
ほうが早く綺麗に磨けるのです。

平成２３年９月より平成２４年５月まで、歯科衛生士 古村みさきが第２子出産のため産休となります。
古村が定期健診を担当させていただいている方には、多少ご迷惑をおかけするとは思いますが、
よろしくお願い申し上げます。

医院からのお知らせ

祖父からは「関東大震災」で被災したため、勤務していた慶応
病院を辞めて岡山に帰って来たと聞いていました。私は「阪
神大震災」の４０日前まで神戸市東灘区に住居がありました
し、震災の１２時間前まで現地にいました。
しかし、祖父も私もたいした被害が無かったのは幸いでした。
ただ、今回の「東日本大震災」は「阪神大震災」のことを鮮明
に思い出すきっかけになりました。

「阪神大震災」の前日は神戸に滞在していたのですが、岡山
の友人から相談があるので是非とも帰ってきてほしいと懇
願されたので、宿泊の予定を中止して岡山にもどりました。
結果として、その友人は命の恩人となり、私は震災を免れる
ことができました。
しかし、神戸には４年以上住んでいたので友人とお世話に
なった人の援助のために、震災後３日目には現地に入りまし
た。街頭や信号は消え、道路は波打ち、崩れた建物で道路は
ふさがれ、水道が湧き水のようにあふれ、場所によってはガス
臭く、地響きを伴った余震が続いていました。

その後も、週末は知人へのお手伝いのため現地に入ってい
ましたし、私の所属する学会からの依頼で、ボランティア活動
もしていました。その結果、震災後の４ヶ月間の週末は、現地
で何らかのお手伝いをしながら徐々に復興していく様子を
見ることになりました。
あれから17年、今も月に１，2回は歯科研修会への出席のた
め神戸を訪れるのですが、新しい建物が立ち並び震災を思い
出すような光景をみることができないまでに復興しています。
地球の４６億年の長い歴史と地球という星の内部構造から
考えれば「大震災」は起こって当然の出来事でしょう。しかし
ながら、人の大きさと生活圏、人生の長さから考えると大変
な出来事です。人類という生物が地球に誕生して約２０万年、
産業革命による便利さを手に入れて約１００年です。これを
機に、自分自身の生き方と人類としての生き方を、少しだけ
考えるようになりました。
今回の被災地に入った知人から話を聞くと、復興にはまだま
だ時間がかかるようです。私は義援金しかできていませんが、
1日でも早い復興を祈っています。
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とびた図書室

待合室に置いてある本の多くは私の趣味で購入しています。

その中には、大きさや価格が個人所有するには戸惑ってしまう本があります。

そこで、「患者さんのためと」言い訳をして購入しているのですが、

実は私がじっくり見たい本ばかりなのです。

その一部を紹介しますが、解説はあくまで私の感じたままですのでご了承ください。

基本的には待合室の本棚に置いてありますが、奥に収納している場合もありますので、

読みたい方は受付にお声をかけてください。
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■HUBBLE -A Journey Through Space and Time-
絵画？芸術作品？と思えるような美しい写真です。原画では
なく画像処理をした画像のようで、より性能が高い地上の望
遠鏡より綺麗だそうです。それにしても星ではなく美しい芸
術作品にしかみえません。

■世界で一番美しい元素図鑑 
「元素が美しい」？？ 
このキャッチコピーに興味をひかれました
確かに綺麗な写真が多いことと、その元素に関連する製品も
載っているので、理解を深めながら元素周期表を覚えられそ
うです。
まあ、いまさら覚える必要ないか．．．

■世界一周 夢の旅図鑑 
可能であれば世界中へ旅行したいですよね。でも現実には
お金と時間が無いのでこの本を見ながら楽しんでいます。　
写真はちょっと古いのですが、地図や現地情報が載っている
ので、旅行をした気分になれます。

■冷泉家 - 王朝の和歌守展 -
冷泉家といえば「和歌」「藤原定家」ですが、
私は和歌に興味があったのではなく、800年以上続いてい
る旧家の展覧なので、日本古来の文化を見たい、という興味
です。　文字が絵のように美しいので、内容がわからなくて
も楽しめます。（言い訳かな？）

■国宝阿修羅展
巷では「仏像ガール」といわれるほど「仏像」が流行している
ようです。その中でも「阿修羅」は大人気のようです。興福寺
の展示を見るのもいいのでしょうが、写真集は展示よりも詳
細に見えるし解説があるので私には解りやすいです。

■100年前の世界一周 - ある青年の撮った日本と世界 - 
1905 年ドイツ人青年が２台の写真機と共に世界１周したと
きの記録写真集です。アメリカはニューヨーク、シカゴの近代
的なビル、車や鉄道。日露戦争直後の日本の建物と人々を比
べれば、西欧とアジアとの格差がよくわかります。
初期のカメラにしてはきれいな写真です。

■幕末・明治の工芸 - 世界を魅了した日本の技と美 - 
美術作品ではなく、使う道具をより美しく見せるために装飾
された品々です。日本の芸術、技術のすばらしさと繊細さに
感激させられ、素人の私ですら思わず「良い仕事してますね
～」と声が出てしまいます。ここまですばらしいと道具として
使えないですよね。

■ＶＩＳＵＡＬ DECEPTION
「だまし絵」といえばエッシャーが有名ですが、他にも世界中
に多くの作品があることがわかりました。しかも日本にも、、、
美しい、すばらしいという観点ではなく、どうなってんの？？と
いう見かたができるので、違った楽しみをしてしまう作品集
です。　これって脳が鍛えられるのかな？？

■Musee d'Orsay
モネ、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャン、ルソーなどの印象派の作
品が多く展示されているパリのオルセー美術館の本です。作
品と共にパリ万博の時に建てられた駅舎兼ホテルの建物も
すばらしく建物と作品、その空間を楽しめる美術館です。

■ＲＹＵＺＯ三ＡＲＴＢＯＯＫ１９９４～２００３
笠岡で活躍している川埜龍三君の作品集（ちょっと古いので
すが）です。昨年は第14回岡本太郎現代芸術賞に入選され
ました。1997年から制作されている「ＲＡＶＥＮ」がこの夏に
は完成するということでアトリエを訪れた時の写真です。縁
あって応援している芸術家です。
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産業革命による便利さを手に入れて約１００年です。これを
機に、自分自身の生き方と人類としての生き方を、少しだけ
考えるようになりました。
今回の被災地に入った知人から話を聞くと、復興にはまだま
だ時間がかかるようです。私は義援金しかできていませんが、
1日でも早い復興を祈っています。


