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金子 至、吉田直美、長田芳野、関根菜々子、栁澤陽華、福田修二、金子 創、金子 智

歯周治療がうまくいかない時、皆さんはどうしていますか?
自らの治療をふりかえり、介入を見直すことができるでしょうか?
論理的な臨床には計画があり、評価があります。
歯科衛生過程の流れに沿った、臨床1年目DHのケースプレを通して、
自身ならどうするか、どうしているか、一緒に振り返ってみましょう。

CLINICAL特集  臨床で使えるテクニック&ノウハウ集

口腔がん
チェック
啓発ポスター
P.42「小さな気づきが人生
を変える 口腔がんから患者
さんを守れ !」より
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本シートをコピー、またはPDF 版をB4でプリントして、診療
室で の患者さんに対する口腔がん

や検 診に関する啓発にご利用くだ
さい。
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口腔がんチェック啓発ポスター 患者さん向け

口腔がんは、早期発見が非常に大切です。　口腔がんが進行すると、手術で舌や頬、あごなどを大幅に切除しなければならないため、術後、食事したり、会話したりすることに不自由が生じたり、外見が大きく変わることもあります。　しかし、初期のうちに発見されれば、確実に治療できる場合がほとんどです。ごく小さな手術で済むので、術後もそれまでとほぼ変わらない生活を送ることができます。

歯科衛生士2017年8月号とじ込み付録©クインテッセンス出版㈱

一見口内炎に見えますが、実は初期の口腔がん（舌がん）でした!!

お口の中で気になる点がありましたら、歯科医師・歯科衛生士にお気軽にお知らせください。定期的に、口腔がん検診を受診すると安心です。

口腔がんは
舌のほかにも、

歯ぐき、頬、上あご、
唇など、さまざまな
ところで発症
します。

なかなか治らない

口内炎
2週間以上経っても症状が治らない場合、口
こ う く う

腔がんの可能性があります。

33歳の女性
31歳の女性

はありませんか?
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25 歯科衛生過程を応用した新人育成

26  ［Key Word］
 What’s歯科衛生過程? ～歯科衛生士としてのThink & Act～

28
 ［Freshmans' Case Reports］ 
#1 介入を見直し、歯肉のクリーピングを認めた症例

32 #2 評価時に指導を修正し炎症が改善した症例
36 #3 アセスメントを繰り返し歯肉の改善に至った症例
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82 歯科診療所だって、働き方改革!!［育児版］
～子育てをプラスにつなげた2医院の取り組み～

プラスα特集  進化する歯科医療の最新トピック

森 昭、大月 晃

妊娠や出産、育児をきっかけに、今までどおりの働き方ができず
に退職してしまう女性が多い医療界。「患者さんをみる」という歯
科医院での仕事は、子育てなど自身の経験を大いに活かせる職
場でもあるのに……。
そこで、本稿では子育てしながら働ける環境をスタッフ一丸と
なってつくっていった2医院をご紹介します。「患者さんたちのメ
インテナンスも出産までなのか……」と思っている方、必見です!

42 小さな気づきが人生を変える
口腔がんから患者さんを守れ!
がんの中でも、口腔がんは「食べる」「話す」などのQOLと密接に
かかわってくるため、予防や早期発見が特に重要です。しかし、
国内における他のがんや、先進国の実態と比較すると、日本で
の口腔がん対策はまだまだ不十分です。本特集では、その理由
について最新情報から探るとともに、歯科医院だからこそ実践
できる口腔がん対策についてご紹介します。

中谷泰志、柴原孝彦、川口浩司、土屋和子

OVER65 特集  高齢患者さん対象のノウハウ集
付録連動!

UNDER20特集  マタニティ、20歳以下の患者さん対象のノウハウ集

62

診療室に入らなかったり口を開けなかったりと、なかなか診療や
治療をさせてくれないお子さんがいたら、皆さんはどう対応してい
ますか?　今回は、子どもが歯科受診を受け入れられなくなってし
まうのはなぜなのか原因を探り、どうすれば通院できるようにな
るのか、大学病院の小児歯科で実際に行っているノウハウをお教
えします。

名和弘幸

 歯医者さんが怖い子が
ニコニコ通えるようになる
診療室で使えるテクニック&言葉かけ
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南の島の森の奥の奥に、
ひっそりと幸福の果実が
たわわに実る楽園がある。
「誰にも知られてはいけな
い」。古くからの言い伝えに、
森の住人はみんな無口。

今月の表紙イラスト

『ヒッソリ島
とう

で』
［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*、おおたきょうこ、キムラみのる、佐々木 純、
飛田 敏、根岸美帆、毛利みき、ユカワアキコ、渡部伸子 (rocket 
design)

［編集］
小川悦子、長谷川 恵、菊池 悠、三浦真理子

連載

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。

本誌のコンセプト

Illustration：ユカワアキコ

75 症例をシェアして、ステップアップ!

DH誌上Case Presentation［Case5］

患者固有のリスクを伝え、口腔内も全身も改善に導けた症例
由良典子

21 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20回］

 「口臭予防のための洗口液にはどんな成分が入ってるの?」
於保孝彦

 「“歯周病菌に効く”という歯磨剤の効果は?」
玉木直文

60 注目の訪問DHによる感動エッセイ
最高のひとくち ［第5回］

 リハビリの落とし穴
十時久子

3 あたたかな看取り  ―訪問診療の現場から― ［第8回］
意思表示の積み重ね――その先に
國森康弘

96 今日もGo! Go! DH日記  ～ママDH編～ ［第8回］
渡邉久美

81 投稿規定
102 歯科衛生士向け研修会・学会情報
104 新製品情報
105 バックナンバー
110 次号予告

E-mail

shikaeiseishi@quint-j.co.jp

Facebook

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

Twitter

@shikaeiseishidh

疑問などあれば、こちらまでどうぞ !

99 News&Topics
Present ●書籍『歯痛の文化史　古代エジプトからハリウッドまで』

（ジェイムズ・ウィンブラント／朝日新聞出版）

Report ●「地域の口腔がんを考えるシンポジウム」に参加して  小林元子

News ●平成29年度WAVE学術講演会
●第35回日本顎咬合学会学術大会・総会

Topic ●平成30年度 新潟大学歯学部口腔生命福祉学科
　編入学者募集
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