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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 !

https://www.quint-j.co.jp/web/shikaeiseishi/

患者説明用シートのPDFダウンロード方法

もしくは、歯学書 .comの「歯科衛生士」
表紙画像をクリックしてください。

クインテッセンス出版
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患者さんのやる気を引き出す
セルフケア指導
福井秀和

「やってもらう」を「自分でやる」に変えるには?

23 PART1  なぜ歯周治療に“患者さんの主体性”が必要なのか?
26 PART2  “患者さんの主体性”を生み出すエッセンス
30 Case Study

歯周治療で特に重きが置かれるプラークコントロールの成否は、患者さんの口腔衛生習慣を変
える、つまり行動変容に左右されます。したがって、口腔衛生指導（OHI）では術者が一方的に
指導するのではなく、患者さんの想いを聞いたり、患者さん自身に気づきをもたらしたりするとい
うアプローチが欠かせません。
そこで今回は、患者さんを“その気にさせる”エッセンスについて、症例を交えながら解説します。

患者さんが自分でやる

患者さんにお願いしてやってもらう

術者がやってあげる
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サービス提供期間：3年間

※PDFファイルのご利用には、
アドビシステムズ社が配布して
いるAdobe Reader（無償）の
ver7.0以上が必要です。

パスワード

5歯科衛生士  January  2021  vol.45



Facebook https://www.facebook.com/QuintessencePublishingJP/ Twitter @shikaeiseishidhE-mail shikaeiseishi@quint-j.co.jp

2特集

ちょっとニガテ……から今年は脱却!

イラストと写真でわかる顎関節
松永 麗、白本幸士、岩永 譲
「顎関節＝よくわからない、ニガテ」という方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、顎
関節の構造からトラブルの代表である顎関節症についてまで、イラストや写真を用いてわ
かりやすく徹底図解していきます。患者さんから「口が開けにくい」「噛むと顎から音がする」
など聞かれたときに、もう困らない!　新年の今こそ、ニガテから脱却しましょう。

40

佐藤文明
顎関節症をはじめとする歯科的トラブルの原因となる可能性がある
ことで知られるTCH（上下歯列接触癖）。一種の「癖」で、ご自身で
は自覚が難しい点がやっかいです。
患者さんに「この癖を止めよう」と思っていただける説明ができる台
本と、TCHについて知っておきたい知識をお届けします。

56 ［第13回］  TCH （上下歯列接触癖）
TCHに気をつける必要性を説明しましょう とじ込み患者説明用シート

今月のDHのための説明力向上講座（62ペ

ージ）を読み、患者さんへ動機づけを行って

から、本シートを切り離す、またはPDF

版をダウンロードしてご活用ください。

使
い
方

すぐに使える

とじ込み

患者説明用

シートTCH解消リマインダー

 ﹇監修﹈佐藤文明

﹇イラスト﹈  キムラみのる

TCH解消法

歯科衛生士2021年1月号とじ込み付録　©QPC

点線で切り取り、テレビや勉強机、携帯電話な
ど、目につくところに貼ってください。慣れて目
に入らなくなってきたら、ふせんなどで新しい
リマインダーを作り貼り替えてください。

TCHリマインダー

ふつうの人の1日の歯の接触時間は平均17.5分で、ほとんど
の時間は離れています。歯を接触させるときには、顎を動かす
筋肉を使っています。つねに上下の歯を合わせていると、筋肉
へ負担がかかります。

歯を合わせて指で触ると、筋肉が収縮するのが感じられます

※意識してふだんから歯を離している必要はありません（ふだん使わない筋肉を使って、かえって痛みが出ることがあります）。
ふだんは忘れてしまって、リマインダーを見たときに思い出して離すようにしていただければ十分です。

なんでもないときに上下の歯を合わせてしまっているのは、お口には良くない
状態で、TCHといいます。無意識で行ってしまう「くせ」なので、生活の中で意
識できる環境作りをしてお口や顎への悪影響を予防しましょう。

TCHを「自分に気づかせる環境」をつくりましょうTooth Contacting Habit

監修：佐藤文明　日本顎関節学会専門医・指導医

上下の歯を
くっつける
くせ

リマインダーをご自身がよくいる場所（最低でも5分以上）に
貼ってください。

大切なのは、リマインダーを見て実際にTCHをやっている
ことに気づくことです。「あ、やっていたんだ」という気づきが
大きいほど、脳に記憶されやすくなります。

リマインダーを見た時は、必ず上下の歯が接触しているか
をその場で自己チェックします。後回しにしてはいけません。
もし上下の歯が接触していたら、鼻から大きく息を吸い込み、
肩も一緒に大きく上げます。その後、口から息を吐きながら
肩を落とし、一気に脱力します。このときできるだけ全身をリ
ラックスさせることが大切です。この動作は1回だけ行います。

2 見たら必ずリラックス!1 リマインダーを貼りましょう

側頭筋

咬筋

貼ってください。
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すぐに使える
TCH解消リマインダー
［監修］ 佐藤文明
※ダウンロード方法は前ページに記載しています。
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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。
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