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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

33

月星光博

34 歯周治療のゴールとは?
35 ［PART1］ ペリオの治り方について考えた
35 CHAPTER1

ポケットが浅くなり続けた6年の間、
歯周組織には何が起きていたのか

38 CHAPTER2
健康な歯周組織の特徴をおさらい ─上顎中切歯部の断面図を描いてみよう─

40 CHAPTER3
再植後の歯周組織が教えてくれる歯（歯根膜）と歯槽骨の関係

44 ［PICK UP］ 歯周炎を起こしても骨縁上組織付着は存在している

歯周炎が治るとき、
歯周組織には
なにが起きている?
治癒の考察から導く、DHの炎症コントロール

［前編］ 治療のゴールへの道筋を知る

日々行う歯周治療のゴールはどこにあるのか? 
「その時、歯周組織で何が起きているか」を考えながら
行えば、歯周基本治療はもっと面白くなる!  
本稿では、歯根膜が失われた再植歯の症例では、
どれもある同じ治り方を呈した。これはなぜか──という
臨床での観察からひもとかれる治癒の姿を図解。
ひいてはDHの歯周基本治療の重要性も
見えてきます。2・3月号連続でお届けします。

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

15歯科衛生士  February  2020  vol.44



2特集

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!

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

［後編］ 探知して歯石を取りきる
落合真理子

49

稲垣幸司
あちこちで見かけるようになった加熱式タバコ。紙巻きタバコと同様の
リスクがあるとは知らないまま、禁煙への一歩として買い替える方が増
えています。誤解を解き、患者さんに正しい情報を伝えられるよう、今
明らかになっている加熱式タバコの実態を知っておきましょう!

68
とじ込み患者説明用シート

「加熱式タバコは紙巻きタバコよりもからだに悪くない」「煙が出ないからまわりに迷惑をかけない」というイメージから、
次善の策として加熱式タバコを買い求める方が増えています。しかし、残念ながら実態は紙巻きタバコとほぼ変わりません。

監修：稲垣幸司・愛知学院大学短期大学部教授

知っておきたい

歯科衛生士2020年2月号とじ込み付録　©QPC＊電子タバコ：薬事法により日本製の電子タバコにはニコチンが含まれていないが、国外製のものは含まれている。

有害性成分の大幅カットが加熱式タバコの宣伝文句ですが、
からだへのリスクが小さいということではないことが、各製品
のパンフレットにも明記されています。

加熱式タバコの普及から数年しか経っておら
ず、がんなど健康障害に関する報告は2020
年1月時点では、ほとんどありません。しかし、
WHOは「電子タバコ＊と同様に加熱式タバコ
は明らかに有害で規制すべきである」としてい
ます。危険性が明確にわかっていないからこそ
の不安も大きいのではないでしょうか。

肉眼では見えませんが、加熱式
タバコを吸った場合でも煙（エア
ロゾル）は発生します。周囲も気
づきにくいため、気づかずに受
動喫煙や三次喫煙を起こしてい
ます。

タバコ葉が使用されているため、
依存性物質であるニコチンは含
まれています。加熱式タバコによ
る新たなニコチン依存症を作り
出すこととなり、なかなかやめる
ことができません。

（gloのパンフレットより）

※本広告に記載されている「灰を出さず」「害も大幅に低減」「満足のいく味わい」
「紙巻たばこのような煙がなく」「有害性物質約90％～95％オフ」「9つの有
害性物質を、紙巻たばこに比べて大幅に削減」の表現は、本製品の健康に及
ぼす悪影響が他製品と比べて小さいことを意味するものではありません。

健康に及ぼす影響が小さくなる?

健康障害も与えない?受動喫煙が起きない?

ニコチンが含まれていない? 1111 2222

444443333

じつは じつは

じつは じつは

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、患者さんへの加熱式タバ

コの説明時にご活用ください。

使
い
方

加熱式タバコの誤解おまとめシート

知っておいてほしい! とじ込み

患者説明用

シート

 ﹇監修﹈稲垣幸司

﹇イラスト﹈  サタケシュンスケ

知っておいてほしい!
加熱式タバコの
誤解おまとめシート

［監修］ 稲垣幸司
※ダウンロード方法は前ページに記載しています。

［第2回］  加熱式タバコ
紙巻きタバコ同様に
健康に影響を与えるかを説明しましょう

45 糖尿病診療記録のみかた・読みかた
お薬手帳&糖尿病連携手帳を歯周病管理に役立てる 2
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角川智子、白井勇太［監修］　中澤正絵

81 症例をシェアして、ステップアップ!
DH誌上Case Presentation 35
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小児へのフロスは必要?
玉木直文［日本口腔衛生学会］

［食と栄養の疑問］
ストレスを軽減するチョコレートの効果が気になります。
酒井理恵

77 歯科のギモンをデータで解く 2
日本のう蝕予防で一番足りないのは何?
相田 潤

90 不安や疑問まるごと解決!  訪問DH駆け込み寺 11
嘔吐反射がある患者さんの舌苔ケア、どうすればよいでしょうか?
戸原 玄［監修］　　十時久子

27 今日もGo! Go!  DH日記 ～臨床にプラス編～ 26

留学先での歯科保健指導でステップアップ
中村麻智子

88 「暮らし」のなかへ ～おしゃべりハイジニストの日常～ 6

「地域のつながり」で暮らしを守れ!
丸岡三紗

63  ［特集2］掘り下げBOOK GUIDE 
100 バックナンバー
104 次号予告

93 News&Topics
Report　● 0歳からの健口長寿研究会・創立記念総会　仮屋由佳

●第12回PASSION例会　丸山葉子

News　  ●Shurenkai SOUKAI 2019 10th Anniversary
●歯科診療データ研究会・兵庫ヘルスケア 神戸ミーティング2019
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先月に引き続き、後編では歯周ポケット内の探知において必要な知識や視点、
そして歯石を取り残さないテクニックを具体的に解説します。日頃から臨床で
実践し後進育成をしている著者ならではの解説は目からウロコの情報が満載。
さらに、残石に気づき、炎症の改善につなげられた実際の症例も紹介します。

歯科衛生士  February  2020  vol.4416



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。
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