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～診療時間～

曜日:月曜～土曜

時間:午前 9:00~1:00
:午後 2:00~6:00

毎日歯磨きをしていても、
は、コップなどにいつの間に

着色の例として身近なもの
赤ワイン、紅茶、チョコレー

すい物質として知られており、 ーストを用いた専門的なクリ

)

歯の間や歯ぐきとの境目など
か頑固な汚れが付くことがあ
ト、コーラなどにも含まれて

歯科医院で研磨効果のあるペ

うまく磨けないところに、い
ります。これはお茶やコーヒ

スタッフにご相談下さい。

歯の着色が気になる方は、

ことでまた着色します。

に除去しても時間が経過する

個人差がありますが、綺麗

ます。

再付着を遅らせることができ

ツルツルに研磨することで、

除去後は出来る限り歯面を

ーニングが必要です。

つの間にか茶色い色が着いて

す。そのため、同じものを食

て表面がザラザラとしていま

りの永久歯は大人の歯と比べ

また、乳歯や萌出したばか

する物質を含みます。

物質が燃えると発生し、着色

タバコのヤニはタールで、

います。

ニンによる着色です。

ーに含まれるカテキンやタン

質を覆っているペリクル（唾
液のタンパク質の被膜）が付
着材になり、カルシウムや硫
黄が架け橋となり、色々な物
質を付着させて起こると言わ
れています。
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原因として、物質の付きや
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しやすいのです。
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すいザラザラとした歯の表面
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薄く着色している場合は、
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や、口腔衛生環境、飲食物の
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ブラシやフロスでも除去する
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着色料などが挙げられます。
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ことができます。
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しかし、強固に付着して、
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日 水 、
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い致します。

けしますが、よろしくお願

患者様にはご迷惑をお掛

は連休となります。

です。

２月の休診は右記の通り
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↑歯の表はキレイでも、裏側

木
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剥がれにくくなった場合には、

水

歯の着色は、歯のエナメル

いることがあります。

ポリフェノールも着色しや
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冬になると
やはり寒いの
かストーブの
前を独占して
自分だけ暖ま
っていたりす
るので、その
姿をかわいいと思う反面、体調
の変化など前よりもっと気を付
けてあげなくてはなりません。
これからも一緒に長い時間を
過ごせるよう家族みんなで協力
していきたいです。
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寒さも増してくると、イ
ンフルエンザと共に、感染
性胃腸炎が流行しはじめま
す。また、真牡蠣が旬の時
期でもあります。
主にノロウイルス、ロタ
ウイルスなどの微生物を原
因とするものを感染性胃腸
炎と言います。
症状は、１〜２日間の潜
伏期間を経て、嘔吐、吐き
気、下痢、腹痛、微熱があ
らわれます。
感染経路は、食品からの
感染（感染した人が作った
汚染された食品、加熱不十
分な二枚貝など）と、人か
らの感染（感染者の嘔吐物
や糞尿処理による二次感染、
家庭や施設での飛沫感染な
ど）です。
◎ウイルスの感染予防
１、石けんでよく手洗いを
する。爪の中、指と指の間、
腕などを丁寧に洗う。
２．感染したと思ったら、
料理などの食品を触る作業

今年の永年勤続者を紹介
致します。
永年勤続 年
年間、前院長の時から
諸先輩方に様々な御指導を
頂きました。また、来院し
て おられ る患者さんに沢山
のことを教わ り、スタッフ
の皆さんに支えられて勤続
年を迎え ること が出来た
と 思います 。感謝 の気持ち
を 忘れず、今後とも精進致
します。
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をしない。カキ、アサリ、
シ ジ ミなど の二 枚貝 は 中心
部が ℃～ ℃で 秒以上
の加熱をする。
３ ． 塩 素系 洗剤で タオ ルや
食器類を消毒する。
家族の方が感染し嘔吐し
た場合、適切な処理を 行う
ことで感染を予防すること
ができます。
嘔吐物を
処理する時
は、使い捨
て手袋、マ
スク、エプ
ロンを着用します。
嘔吐物を静かに拭き取り、
塩 素 消 毒後 、 水 拭き して 下
さ い 。 拭き 取っ た 物 はビ ニ
ー ル袋に入れ、塩素消毒薬
に浸し密閉して 破棄して下
さい。
ノ ロウ イルスの殺 菌にア
ルコー ル消毒は効果がない
と 言われて います 。ト イレ
の後、食事の前など十分に
手を 洗い、感染 予防を しっ
かりと行いましょう。
― 高原 ―
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由利本荘市美倉町 47-1

は着色していることも。
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２０１６年２月
最近は寝ていることが多く、
ヘルニアや心臓病、白内障など
の病気にもかかっていますが、
毎日朝昼晩、祖母が自分の薬を
飲むのと一緒に犬にも薬を飲ま
せてくれています。
犬の年齢 歳を人間の年齢に
換算すると 歳になるそうです。
人間の 歳は仕事も退職してい
るし、年金も受け取れることを
考えるといつの間にかおばあち
ゃん犬になったんだなぁと、し
みじみと感じます。
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の方も着色しやすい傾向があ
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～休 診 日～
日曜・祝日
第２・４木曜日
日

るようです。
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今月は受付事務の眞坂美穂で
す。
◆
◆
我が家ではチワワとヨークシ
ャテリアのミックス犬を飼って
います。
体重が２ 程しかない小型犬
なので、よく子犬と間違われま
すが飼い始めて 年になります。
世話は 歳の祖父が日中ずっ
と一緒にいてみてくれています。
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