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このケース、どこに力のサインが見られるでしょうか?
44 力のサインを見逃さないプロの歯科衛生士を目指そう!

局所的に歯周病を増悪させる重要な因子として「力」が関与しているケースは
少なくありません。では、どんな場合に力の影響を疑うべきなのでしょうか。

「歯科衛生士として力のサインに気づけるようになりたい!」という声に
お応えして、本稿では、まず下野先生に「力」のサインとして
咬合性外傷の基本的な知識を学びます。その後で、目に見えない力を
どのようなステップで・どのような着眼点を持って観るとよいのか、
実際の資料をもとに、クイズ形式で考えてみましょう。

咬合性外傷の
サインをつかめ
この炎症に力は
関係している?  いない?

1特集

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

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
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しっかり炎症がなくなるSRPがしたい!
縁下歯石の取り残しを0にするテクニック

［前編］ まずは炎症や残石の存在に気づく
落合真理子
SRP後に再評価をしても、歯肉の腫れや出血がなかなか引かない――こうした炎症が残ってしまう
原因の1つとして、残石の存在をきちんと疑えているでしょうか?　そこで本稿では、歯石を取り残し
てしまう理由や取り残さないためのノウハウについて、前後編にわたって詳しく解説。前編では、実際
に歯周ポケット内を探知する前に残石を疑えるポイントを紹介します。

［第1回］  フッ化物応用
フッ化物の効果的な使い方を説明しましょう
荒川浩久
先進国のなかでもフッ化物応用の遅れている日本では、「フッ素はから
だによくない」と誤った印象をお持ちの方もまだ少なくありません。今回
は、フッ化物がう蝕予防のために欠かせないことから、実際の生活にど
う取り込むとよいか、効果的な使い方について教えてもらいます。

52

68

2特集

とじ込み患者説明用シート

歯みがきで汚れを落とすだけでは、むし歯は予防できません。歯科医院では定期的に高濃度のフッ素（フッ化物）塗布を受け、
日々のケアでは低濃度のフッ素を用いて歯を強くしていきましょう!

監修：荒川浩久
神奈川歯科大学

フッ素を組み合わせて　 を　　 しよう!フッ素を組み合わせて歯を　　　　　　　　　　　　　　　　　　強く

歯科衛生士2020年1月号とじ込み付録　©QPC

フッ化物歯面塗布 フッ化物洗口 フッ化物配合歯磨剤

フッ化物濃度 9,000 ppm
（医療用医薬品）

ppm
（医療用医薬品）

ppm
（一般用医薬品）

ppm
（医薬部外品）

使用開始年齢
（目安） 1歳6ヵ月から 4歳から 1歳頃から

（乳歯萌出後）

使用回数 6ヵ月に1回
（高リスクの場合3、4ヵ月に1回）

毎日（家庭）
週1～5回（学校など施設） 歯みがきのたび（1日2回以上）

注意

●歯科医院などの医療機器が整
った場所で歯科専門職（歯科医
師、歯科衛生士）のみ塗布できま
す。

●歯科専門職や薬剤師などが指
導した方法で使用しましょう。
●学校など施設の場合、職員の
監督のもと使用しましょう。

●歯科専門職が
指導する方法で
実施するのが望
ましいです。

歯科医院で 自宅・学校・職場で

夜、歯みがきをしてから
すぐに寝ずに起きている場合、
寝る直前にフッ化物洗口で
フッ化物をプラスしましょう!

2歳未満：切った爪程度の少量／500ppm

6歳未満：えんどう豆大（0.25g）／500ppm

6～14歳：1cm程度／1,000ppmに近いもの

15歳以上：2cm程度／1,000～1,500ppm

年齢によって使用する量・フッ化物濃度の目安は異なります。

今月のDHのための説明力向上講座（68ページ）

を読み、本シートを切り離す、またはPDF版

をダウンロードして、患者さんへのフッ化物応

用方法の説明時にご活用ください。

使
い
方

フッ化物応用まるわかりシート

毎日のケアに

役立つ!

とじ込み

患者説明用

シート

 ﹇監修﹈荒川浩久

﹇イラスト﹈  サタケシュンスケ

毎日のケアに役立つ!
フッ化物応用
まるわかりシート

［監修］ 荒川浩久
※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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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!
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［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］Igloo*dining*、うつみちはる、佐々木 純、サタケシュンスケ、田中麻里子、タニグチコウイチ、早川乃梨子、macco、
ユカワアキコ　［編集］小川悦子、長谷川 恵、三浦真理子

連載 「DH臨床に役立つ #社会のキーワード」は休載いたします。

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
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