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歯周病の治療を受けられる患者さんへ

プロービングを知る
ためのQ&A

炎症の有無 炎症が起きている歯ぐき
の表面や内側をプローブ

で触ると、血が出ます。普
段の

歯磨きでは血が出なくて
も、プロービングの後に

お口をゆすいだ際に血が
みられ

るのは、そのためです。こ
の出血をなくすことが、治

療の目標の1つとなります。

プラーク・歯石の状態 プラークや歯石のつき方
を確認し、磨き残しの状態

や磨き方の癖を確認しま
す。

歯周ポケットの深さ 炎症がどれだけ進んでい
るのかがわかります。健康

な歯ぐきでは、少ししか器
具が

入りませんが、歯周病が進
んでいると、器具が深いと

ころまで入っていきます。

プロービングを知るた
めのQ&A歯周病の治療を受けら

れる患者さんへ

歯科衛生士2016年1月号とじ込み付録

©クインテッセンス出版
㈱

その他ご質問などありましたら、歯科衛生士にお尋ねください !

プロービング（歯周組
織検査）は歯周病の治

療を行ううえで必要不
可欠な検査です。

検査に基づく正確な診
断が、効果的な治療に

結びつきます。
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歯ぐきがどういう状態な
のか、

炎症が起こっているのか
は、外

側から見ただけではわか
りませ

ん。歯ぐきの内側、つまり
歯周ポ

ケット（歯と歯ぐきの間の
すきま）

の中に直接触れて確かめ
ること

で、歯周病がどの程度進
んでい

るのかを把握します。

少ししか
入らない

深くまで
入っている

同じ患者さんのお口の中
でも、歯の1本1本に

よって、あるいは同じ歯で
も、場所によって歯周

病の進行度には違いが
みられます（部位特異

性）。その違いを確かめる
ために、歯周ポケット

にプローブという器具を
入れて、周囲の歯ぐき

を丹念に触れて状態を調
べます。これがプロー

ビングです。プローブの先
端は丸みがあり、針

で歯ぐきを突き刺している
わけではありません。

どうやって行うのですか?

プローブという器具を歯周ポケットに入れて、

歯ぐきを触ります。

Q2

A

何のために行う検査ですか?

歯ぐきの状態を調べるための検査です。
Q1

A

具体的に何を見るのですか?

炎症の有無や歯周ポケットの深さ、

プラーク・歯石の状態などを見ます。

Q3

A

歯周病が
進んだ
歯ぐき健康な

歯ぐき

プロービングはプローブ
で直接歯ぐきを触る検査

です。したがっ

て、歯ぐきに炎症がある場
合は、痛みを生じる場合

もあります。

なるべく痛みがないよう
に検査を行いますが、も

しも痛みを感

じられた際は、我慢せずに
歯科衛生士にお知らせく

ださい。

歯ぐきの状態によっては、チクチクとした

痛みをともなう場合もあります。
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［監修］
長山和枝
鎌迫幸子
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34  「最後臼歯にうまく挿入できない」
 「ミラー視ができない」
プロービングのお悩み解決
長山和枝、鎌迫幸子
何かと壁にぶつかりやすいプロービングですが、ちょっとしたコツやポイン
トをおさえれば、効率、精度は一気に上がるものです。今回は、プロービング
でよく挙げられるお悩みに対し、それぞれの解決策をご紹介します。

プラスα特集  進化する歯科医療の最新トピック

72 ニブロム歯科衛生士会会長に聞きました!
歯科先進国
スウェーデンの歯科衛生士は
何が違う?
イボンヌ・ニブロム、横谷亜希子、中居伸行　 解説：柏井伸子
新春特別企画として、スウェーデン歯科衛生士会の会長を務めるイボンヌ・
ニブロム氏を迎え、職務内容の違いや教育、高齢者医療などについて、日本
の歯科衛生士の質問に答えていただきました。

CLINICAL 特集  臨床で使えるテクニック&ノウハウ集

不安を受け入れてうまくいく
トラブルをよばない
認知症患者さんへの対応
平野浩彦
「どうして?」「よくわからない」など理解しにくい認知症患者さんの心理や行
動。でも実は、決して支離滅裂ではなく、きちんとした裏付けがあるのです。
本稿では、診療室でできる適切な対応を一緒に考えましょう。

54
OVER65 特集  高齢患者さん対象のノウハウ集

新春
特別企画

付録連動!
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66 DH×他職種インタビュー ［Vol.1］

Open the Window!  ―歯科衛生士が輝く社会へ―
看護師／NPO法人「口から食べる幸せを守る会」理事長
小山珠美さん　インタビュアー：深町厚子

13 今日もGo! Go! DH日記 ［第13回］
春山真木子さん

15 患者さんからの質問、臨床のギモン
このエビデンスが知りたい!  予防歯科Q&A ［第1回］
「学校でもフッ化物応用は必要?」「食後すぐの歯みがきはNG?」
予防歯科臨床教育協議会 編

48 うちも訪問はじめました!  ～若手ドクターの訪問診療奮闘記～ ［第1話］
なんで私が訪問に?
清水信行

50 社会の「今」がわかる情報チェック ［File.37］
「トクホ」や「栄養機能食品」とどう違う? 機能性表示食品とは
平井千里

52 マンガ通ドクターが贈る！  医療コミック・レビュー ［Vol.1］
『コウノドリ』
柏木  勢

83 2016年度読者サポーターのご紹介
84 News&Topics

86 歯科衛生士向け研修会・学会情報
88 新製品情報
94 次号予告
95 バックナンバー

「私は今、リンゴ型隕石が降り
立ったといわれる伝説の林檎
岳の登頂に成功した。オォ～、
宇宙のエネルギーが足先から
猛烈に伝わってくる！　さあ、
君もここまで登ってきたまえ！」
「ボクはちょっと…」

今月の表紙イラスト

『アツイボウケンや』
［表紙イラスト］鯰江光二
［アートディレクション］鮎川  廉
［本文イラスト］Igloo*dining*、梅津真由美、大橋明子、飛田  敏、ハラアツシ、ひのあけみ、macco、　
　　　　　　　毛利みき、ユカワアキコ
［編集］小川悦子、長谷川  恵、内藤広喜、菊池  悠

@shikaeiseishidhTwitter

連載

NEW

NEW

NEW

NEW

赤ちゃんから老後まで患者さんの
お口をずっと守っていくために、
本誌は“生涯メインテナンス”を
テーマに、各ライフステージに合
わせた4つの特集を毎月お届けし
ます。

本誌のコンセプト

https://www.facebook.com/quint.japanFacebook
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