
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体の健康状態は口腔内に

のは免疫力が落ちているサインですし、歯周病もほかの病

気が原因でひどくなることがあります。また、ストレスが過

剰になると唾液の分泌が落ち、虫歯や歯周病、口臭の原

因にもなります。舌の状態も健康状態を表し、舌苔が多く

付いている場合には胃腸の調子が悪かったり、ストレス過

剰や免疫力低下のサイン

に。歯間ブラシやデンタルフロスを使う

期的なクリーニングを欠かさない

手で。

歯は自分で

の状態はその人の清潔感を表すといってもいいでしょう。

そのため、ビジネスにとっては歯が綺麗であるかどうか

というのは大変重要なポイントとなりますし、何より歯の健

康は体の健康と直結しているといっても過言ではありませ

ん。仕事は体が資本。健康でハツラツと働くためにも歯の

健康に気を遣うことはとても大事なことなのです。
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ん。仕事は体が資本。健康でハツラツと働くためにも歯の

健康に気を遣うことはとても大事なことなのです。
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東京医科歯科大学は

を造成させることに、世界で初めて成功したと発表した。この研究は、同大学大学院医
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骨が少なくなってしまうと、安定したかみ合わせが得

い。また、口蓋列な

臨床では、顎の骨を造成する方法が数多く開発されてきたが、これま

骨造成を促進する方法はなかった。
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というのは大変重要なポイントとなりますし、何より歯の健

康は体の健康と直結しているといっても過言ではありませ

ん。仕事は体が資本。健康でハツラツと働くためにも歯の

健康に気を遣うことはとても大事なことなのです。
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剰になると唾液の分泌が落ち、虫歯や歯周病、口臭の原

因にもなります。舌の状態も健康状態を表し、舌苔が多く
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ス付きのリンゴ「デンタプル」が人気を集めている。かじっ

たリンゴをスマートフォンのカメラで撮影して送ると、歯科

衛生士がコメントを寄せる。

店で販売するが、仕入れが間に合わず品切れの状態が

続いている。

節症になる危険度を判定する。リンゴに貼られた

ードをスマホで読み取り、専用アプリをダウンロードすれ

ば、診断が受けられる。皮ごと丸かじりして「かじる時に

恐怖を感じたか」、「歯茎に痛みはあったか」など複数の

質問に回答し、かじったリンゴを写真に撮って提出する

と、同協会と連携する歯科衛生士からコメントが届く。

歯応えのある硬いリンゴが診断に適しているため、使う

のは松本産の「ふじ」だけ。価格は店頭・ネット販売とも

200

るとあって、歯科医

好評。都内

は「普段リンゴを食べない層への消費拡大につながって

いる」と話す。現在は各店舗とも売り切れの状態で、

月から再び店頭に並ぶ予定。
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