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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

29

下田裕子

31 SRPの難易度を見極める
31 資料の情報をもとにSRPの進め方を予測しよう
32 1.デンタルエックス線写真から見極める
36 2.歯周組織精密検査から見極める

40 Case report

やみくもなSRPを行っていると、治癒に時間がかかり
患者さんの負担になるだけでなく、術者自身も苦手意
識を持ってしまいます。低侵襲でスムーズなSRPを行
うには、事前に難易度を見極めておくことが肝心!
日ごろ収集している資料や行っている検査で、どのよ
うに見極めていくのか、その目を養うためのポイント
を事細かに教えてもらいます。

事前情報の読み取りで
先手を打て!

難易度を見極めた
スムーズなSRP

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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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!

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

［後編］ 感染をコントロールする
月星光博、石原美樹

「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!　
治癒に不可欠な長期間の安定した炎症コントロール
を主に担うのはDH。PART 2では、縁上歯肉の炎症の
コントロールのカギとなる患者さんのセルフケア指導に
スポットを当てて、長期安定につながるモチベーション
の極意を具体的に教えていただきます。

53

浜野美幸［監修］　井上高暢
平成30年4月より保険収載され、昨今注目を集めている口腔機能発達
不全症。本人だけでなく保護者も気づいていないことが多いため、気
づきを与えるためにも歯科医院での情報提供が重要です。今回は、そ
ういった保護者への説明方法について、ご紹介します。

70
とじ込み患者説明用シート

きれいにご飯を食べたり、話したりするためにはお口の機能を正しく身につける練
習が必要です。そのもっとも基本である舌の動きをお家でも練習してみましょう。

1 唇の前に棒をおく
2 舌の先をまっすぐ尖らせてつつく

監修：井上高暢　こばやし歯科クリニック・歯科医師

※ご自宅で練習した日付・回数に応じてシールを貼るなど自由にご使用ください。上の段はお子さん本人、
下の段は保護者の欄としてもよいですし、上の段は1月目、下の段は2月目という形にしてもよいでしょう。

ベロのれんしゅうシート
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やったよチェック

朝晩の歯磨きの後、3セット（1セット10秒）

難易度

1 舌先を「スポット」につける
2 出てきた唾液は、舌先をスポットに
つけたまま飲み込む

難易度

朝晩の歯磨きの後、3セット（1セット30秒）

1 舌先をスポットにあてた状態で、舌
と上顎の間の空気を吸って抜く
2 舌全体が吸いつくことを鏡で確認
する

3 そのまま舌を離すと「ポン」と音が
出る

難易度

朝晩の歯磨きの後、10回

［対象年齢のめやす：4歳頃～］

1 口を大きく開け、舌先を右の口角
にあてる

2 10秒かけて唇を1周なめる
3 次は左の口角からスタートし、同
じように行う

ティップ1
舌の先を尖らすことが
できるようになろう

スポット2
お口の中の
舌の正しい位置を覚えよう

ポッピング3
舌
した

鼓
つづみ

を打って、
舌を上あごにつける感覚を覚えよう

舌をうまく
コントロールできるようになろう

リップトレーサー

難易度

朝晩の歯磨きの後、左右交互に3回ずつ

●舌の先に力が入るようにする
●舌が下唇に付かないように注
意する

●唾液を飲み込むときは、上下
の歯の間に舌をはさまないよ
うにする

CheckCheck

今日もできたかな?

今月のDHのための説明力向上講座（70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、ご家庭で口腔機能訓練

をしていただく際にご活用ください。

使
い
方

舌の基本の動き練習シート 保護者に渡せる

とじ込み

患者説明用

シート

 ﹇監修﹈井上高暢

﹇イラスト﹈  サタケシュンスケ

保護者に渡せる
舌の基本の動き
練習シート

［監修］ 井上高暢
※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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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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