
大好評のとじ込み付録を、PDFファイルとして小社ウェブサイトで公開しています。
ご自由にダウンロードのうえご利用ください。さっそく専用ページにアクセス !
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1特  集

30

成田大輔、堀 めぐみ

32 PART1  低侵襲でシンプルな歯周治療を実現させるためには
34 PART2  ケースでみる　DR×DHで実現できる低侵襲な歯周治療

歯周治療を行ううえで、チーム医療の重要性や、特に歯科医師と歯科衛生士の連携が不可欠である
ことはよく言われていますが、実際にどのように進めていくのかイメージできますか?
今回は、歯周病の患者さんを健康に導くために、両者がどのような共通のコンセプトを持って歯周治
療を行うとよいのか、そして、具体的にどのタイミングでどのようなディスカッションを行うとよいのか、
日頃から実践している著者らに詳しくご紹介いただきます。

DR×DHで実現する
低侵襲な歯周治療
どのタイミングで、何を共有するのか?

今月号の付録
患者さんにこのまま渡せる!
術後のセルフケア&食事の
アドバイスシート
P.80“口腔がんなど
の外科手術後のケア
&指導が知りたい !
［部位別］術後サポー
トガイド”より

［監修］
村井亜希子
保田紀子
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本シートを切り離す、または

PDF版をプリントして、術後の

患者さんへのセルフケアや食事の

アドバイスにご活用ください。 使
い
方

&

術後のセルフケア＆食事のアドバイスシート

患者さんにこのまま渡せる!

着脱時は注意しましょう
　顎

がく

義
ぎ

歯
し

（歯や顎を部分的に補う入れ歯）は大きく厚みもあるため、着脱の際は口角を傷つけないように注意しましょう。

入れ歯はきれいにケアしましょう
　清潔さを保つために、ブラシで清掃後、入れ歯洗浄剤を使用し、細菌などの増殖を抑えて粘膜感染を予防しましょう。とくに、鼻の粘膜と直接接触している粘膜面は白色や無色でネバネバした鼻からの分泌液（鼻水など）が付きやすいため、ぬめりの除去も忘れずに行いましょう。
入れ歯安定剤の使用は歯科医師や　歯科衛生士に確認しましょう

　入れ歯は入れ歯安定剤なしで使用すること
を想定して作られています。お口の中を痛めて
しまう危険があるため、自己判断で使用せず、
歯科医師や歯科衛生士に相談しましょう。

お口の手術のあとは、なるべく早く治るように、術部を傷つけない口腔ケアと食事を心がけましょう。術前の状態を取り戻せるようサポートします。お困りのことや不安なことがあれば、なんでもご相談ください。

術部には触れないよう注意してください
　手術を行った部分については、治癒を遅らせるのを防ぐため、自分で歯磨きなどしないようにしてください。定期受診で歯科医師や歯科衛生士がきれいにしますのでご安心ください。
術部のまわりはタフトブラシやヘッドが小さい歯ブラシで　抜歯や切除した部位付近の歯を磨く時は、こまわりが効きやすいタフトブラシやヘッドが小さいブラシを使用して、術部に当たらないよう注意しましょう。
発泡剤無配合・微配合の歯磨き剤を使いましょう

　歯磨き剤は使っても構いません。使用する場合は、発泡剤が無配合または微配合の、液状やジェル状のタイプを選択すると、お口の中を鏡で確認しながら磨きやすく、うがいもしやすいでしょう。

退院後に必要な1日栄養量のめやす＊
　通常の1日必要量と変わりはありませんが、食べるものには工夫が必要です。

エネルギー量（kcal）＝標準体重（kg）×30
※標準体重＝身長（m）×身長（m）×22

水分量（mL/日）＝
現体重（kg）×年齢別必要水分量（mL/kg/日）
※必要最低限量のため、これ以上飲んでも構いません。
年齢別必要水分量のめやす（食事時の水分も含む）
25歳～55歳未満：35（mL/kg/日）
55歳～65歳未満：30（mL/kg/日）
65歳～　　 ：25（mL/kg/日）

監修：村井亜希子・歯科衛生士
　　   保田紀子・管理栄養士

術後のお口のケア＆お食事のアドバイス
お口のケアについて 食事について

歯科衛生士2019年9月号とじ込み付録　©QPC

手術した方へ
食べられるもの

食べるのを控えたほうがよいもの
粘膜面

●唐辛子や香辛料を多く使った激辛料理
●コロッケ、小籠包、たこ焼きなど、揚げたて・焼きたての熱々料理（少し置き、冷ましてから食べましょう）

入れ歯を使われる方は……
●ゴマ、ピーナッツ、いちごの粒々など、はさまりやすいもの

適正エネルギー量のめやす

身長
（cm）

標準
体重
（kg）

身体活動量
座・軽労作
（25kcal / kg）

普通
（30kcal / kg）

重労作
（35kcal / kg）

130 37.2 950 1,100 1,300
140 43.1 1,100 1,300 1,500
150 49.5 1,200 1,500 1,700
160 56.3 1,400 1,700 2,000
170 63.6 1,600 1,900 2,200
180 71.3 1,800 2,100 2,500
190 79.4 2,000 2,400 2,800

（単位：kcal）

＊症状、運動量などによりめやす量は変わります

野菜
ジュース

副菜
ビタミン・ミネラル、食物繊維
（野菜・果物・きのこ・海藻）

主菜
タンパク質源
（魚・肉・大豆製品・卵・乳製品）

主食
エネルギー源
（米・パン・めん・いも類）

入れ歯を使われる方へ バランスよく食べましょう 代用食

入れ歯を使われる方は……

刺激が強すぎるものは
痛みを感じます

手術を受けられた方へ

﹇イラスト﹈  根岸美帆

TOPIC 80ページより

 ﹇監修﹈村井亜希子、保田紀子
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Facebook https://www.facebook.com/quint.japan Twitter @shikaeiseishidhE-mail shikaeiseishi@quint-j.co.jp疑問などあれば、こちらまでどうぞ!

Illustration：ユカワアキコ

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『歯科衛生士』は“生
涯メインテナンス”をテーマ
に、各ライフステージに対応
する特集をお届けします。

本誌のコンセプト

2特  集

80

TOPIC

病院DHが教えたい
ストレスをかけない
歯科診療のためにできること

口腔がんなどの
外科手術後のケア&指導が知りたい!

［部位別］ 術後サポートガイド

49

砂田勝久［監修］  野杁明美

川添堯彬、中嶋正博、山本一世、辻 要、髙田橋美幸、
村井亜希子、今井美季子、保田紀子、野木弥栄

心身に負担がかかる歯科診療中には、思わぬ変調をきたすことがあります。
本稿では、全身疾患の有無にかかわらず、歯科診療において患者さんの
負担となる「ストレス」に着目し、ストレスが体調に与える影響を知ったうえで、
入室前から会計時まで、場面別のポイントを解説します。
最低限知っておきたい生体情報モニタの見方も掲載。

外科手術を要する患者さんは病院など
専門医へ依頼し、術後に自院へ戻って
こられるケースが多いのではないでしょ
うか。その際、術部の衛生管理をはじめ
OHIを行うのは歯科衛生士が中心となり
ます。また、術後の食事について悩む患
者さんも多く、アドバイスを求められるこ
ともあるでしょう。そこで、術後の患者さ
んへ的確な指導をするために、部位別に
ポイントを教えてもらいます!

付録連動
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連載

65 重要文献オーバービュー
イマココ! がわかる 口腔と全身の関連性
第3回 口腔×誤嚥性肺炎
関野 愉、米山武義

92 症例をシェアして、ステップアップ!
DH誌上Case Presentation
Case30 OHIであえて積極的に処方せずに信頼関係の構築に成功した症例
小長井咲良

21
マイクロスコープ像でつかめる　ZOOM UP!  DH臨床

zoom8 その深い歯周ポケットの原因は何?
三橋 純［監修］　　増田佳子、宮脇清美

27 チェアサイドQ&A 
［予防歯科の疑問］
第21回 はちみつやメープルシロップもう蝕の原因になる?
柴田幸江、山下喜久［予防歯科臨床教育協議会］

［食と栄養の疑問］
第21回 肝疾患のある患者さんへの食事指導のポイントは?
森 菜美、西岡心大

89 “口”の引き出しは万物に在り  Dr.オカザキのカムカム大百科
Topic9トリのクチバシ
岡崎好秀

25 今日もGo! Go!  DH日記 ～臨床にプラス編～ 
第21回 海外論文投稿でステップアップ
白石 愛

98 不安や疑問まるごと解決!  訪問DH駆け込み寺 
相談その6 患者さんのやる気がなく、いつも同じ箇所に磨き残しがあり、
ブラッシング指導が億劫です……。
戸原 玄［監修］　　十時久子

74 「暮らし」のなかへ  ～おしゃべりハイジニストの日常～
第1回 歯磨きおばさんでいいじゃないか!
丸岡三紗

76 DH臨床に役立つ  #社会のキーワード
#18 多胎児育児  ふたご家庭の育児困難感にサポートを
落合世津子

78 どうぶつお
奥

くち
地

紀行 
第9回 環境で顔が変わる⁉
今井一彰

48  ［特集1］掘り下げBOOK GUIDE 
63  ［特集2］掘り下げBOOK GUIDE 

105 バックナンバー
110 次号予告

Movie

スマホ動画付き企画

100 News&Topics

102 歯科衛生士向け研修会・学会情報

104 新製品情報

News ●第37回日本顎咬合学会学術大会・総会
●日本臨床歯周病学会第37回年次大会

Report ●第30回日本老年歯科医学会学術大会
　歯科衛生士関連委員会「歯科衛生士交流会」
　藤原ゆみ、草間里織

第9次
 『歯科衛生士』
読者サポーター
募集開始!

16
NEW

［表紙イラスト］岸 潤一　［アートディレクション］鮎川 廉　［本文イラスト］有村 綾、Igloo*dining*、石山綾子、大野文彰、おおの麻里、佐々木 純、サタケシュンスケ、
田中麻里子、根岸美帆、ハラアツシ、ほりみき、macco、ユカワアキコ 　［編集長］小川悦子　［編集］長谷川 恵、三浦真理子、長尾奈那子

エビデンス
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