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進化する歯科医療の最新トピック

21 説明のプロに聞く!

メインテナンスの
重要性をわかって
もらうには!?
前

それがそもそもの間違いだ 編

北折 一
一生懸命説明して、わかってくれたように見えたのに、やっぱり
トラブルが起きるまで来院してくれない患者さん。
「メンテの重要性をうまく伝えられない!」
……この切実な悩みを、
NHKの名物情報番組のディレクターとして数々の知識を
お茶の間に楽しく伝えてきた 説明のプロ に相談したら――?
「歯科のヒト」
じゃないからこそ聞ける本音の数々。
軽妙な文章をスイスイ読み進めるうちに、明日からのTBIを
変えたくなっているこの感覚は、まさにアノ番組かも!?
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［その1 ］
「重要性を伝えよう」
と考えるからダメなんです。
［その2 ］何でもいいから来てほしい!!

じゃ、どうしますか!?

［その3 ］とは言うものの、わかってほしい!!

じゃ、どうしますか!?
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P.38 未就学児のお口
の悩みはこう受け止め
よう より
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清水清恵

すこや かな成 長をう
ながす

お口を使った遊び

楽しみながらお子さんのお口の
機能の
発達を助ける方法をご紹介しま
す!
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水を入れたコップにストローを
入れる
くちびるでストローをくわえて
、鼻で息を
吸って口で息を吐き、
ブクブクとさせる
ストローをくちびるでくわえた
まま、
2 を繰り返す

楽しみながら
やってね !

吹き戻し
吹き戻しをくちびるの力だけで
くわえ、
鼻で息をして口で吹く

かざぐるま回し

特集 ページより

水清恵

サービス提供期間：2年間

［監修］
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﹇ 監修 ﹈清

息を細く長く吐 いて、
かざぐるまを回す

38

慣れてきたら
手を離して
やってみよう !

使い方

※ 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。

本シートをコピーま
たは
版を
プリントアウトして
、指導した小児患
者さんの保護者にお
渡しください。

バナーを
クリック!

お口を使った遊び
「お口を使った遊び
」紹介シート

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。

すこやかな成長をうながす
患者さん向け

クインテッセンス出版

お家で
できる

今 月 号 の 付 録

手を使った遊びもオススメです
舌と手の発達には相関関係がありま
「親指から小指、小指から親指を順 す。
に開
いたり閉じたりする
遊び」
「お絵描き」
、
「折
、
り紙遊び」などもやってみまし
ょう !
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34

マタニティ、20歳以下の患者さん対象のノウハウ集

仕上げみがき、食事、お口ポカン ……

未就学児のお口の悩みは
こう受け止めよう
清水清恵

「うちの子のお口、ちゃんと育っているのかしら……」

保護者にそんな悩みを相談されたら、どう対応しますか?
安易に経過観察としていませんか?

今回は、かかりつけ歯科

医院が早期にそうした悩みへ対応することの大切さと、代表的

な3つの悩みへの対応法をCASEを交えてご紹介します。

CLINICAL 特集

56

臨床で使えるテクニック & ノウハウ集

DHが守れる最後のチャンス

インプラント周囲粘膜炎

［後編］適切に対応し、
確実に改善させる
鈴木秀典、大月基弘

先月号に引き続きお送りするインプラント周囲粘膜炎企画。
後編では、いざ周囲粘膜炎に遭遇してしまったとき
（周囲粘膜

炎かもしれないと思ったとき）に、どのように対応したらよい

か、その方法について症例も交えて解説します。

OVER65 特集

78

高齢患者さん対象のノウハウ集

歯科医院必携

これだけは知っておきたい低栄養
あなたが守っているのは、患者さんの口腔 だけ ですか?
水島美保、安田淑子、安達恵利子

「前に来院したときよりやせた」
「歩くのが遅く
なった 」―― そんな高齢患者さんに心あたり
はありませんか。
もしかしたら、その患者さんは
低栄養 になりかけているのかも?

高齢患者さんにいつまでも元気で通院し続け
てもらうために必要な情報を、管理栄養士2名

と歯科衛生士がご紹介します。
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本誌のコンセプト
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
合わせた特集をお届けします。
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私を成長させてくれたあの症例［CASE2 ］
患者さんが私の指導を聞いてくれない……

成瀬千絵美 さん

今日もGo! Go! DH日記［第20回］
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丸山愛里さん

患者さんからの質問、臨床のギモンに答えます

このエビデンスが知りたい! 予防歯科Q&A［第8回］

「歯肉の黒い色素沈着の原因は?」
「シーラント処置時のラバーダム使用は必須?」
予防歯科臨床教育協議会 編

50

うちも訪問はじめました! 〜若手ドクターによる訪問歯科診療奮闘記〜［第8話］

摂食嚥下の知識を求められ……
清水信行

社会の「今」
がわかる情報チェック!［ File.44 ］
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医療の進歩によって生まれた新しいニーズ

子どもへの在宅医療
石渡久子

54

マンガ通ドクターが贈る！ 医療コミック・レビュー［Vol.8 ］
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今月の表紙イラスト

『ツメタイヒカリ』
「なにかものすごく神々しいものだ
な」
「すごく明 るい けど、つ め た い
な」
「お前、舐めてみろよ」
「やだよ、
お 前が 舐 め ろよ」
「や だよ、お 前こ
そ……」ツメタイヒカリとの出会い。
果たして二人はその新しい夢の世
界を体験することができるのか ?
それとも……。
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