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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

高橋 啓、堀坂寧介、南竹麻衣、山本修平、渡辺洋子、杉山修平、高須順子、藤木省三

34 資料の活用度で臨床は大きく変わる!
36 口腔内写真
40 デンタルエックス線写真
44 サブカルテ

毎日採得する患者さんの資料は、その後の治療の指針となる貴重
な宝!  せっかく採得した資料を患者さんのために活かすためには、

「繰り返し見る」ことが重要だといいます。では、どのように見る機会
を持ち、何をどう見て使うのか?  実際の使いかたやくふうを、資料
をフル活用している医院に教えてもらいます。

“とりっぱなし”じゃ、もったいない!

予防型歯科医院の
資料の見かた・使いかた
口腔内写真・デンタル・サブカルテ

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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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!

2特集

歯周治療・コミュニケーション・口腔機能 etc...
読者が本当に聞きたいこと、
全部答えます。2019
ヤッギ伊達奈々、藤木省三、下野正基、髙橋規子、天野敦雄、砂田勝久、
黒江敏史、丸山俊正、塚越芳子、奥山洋実、成田大輔、西川岳儀、佐々木有美、
辻 紗耶加、中井宏昌、白石 愛、浪越建男、村井亜希子、保田紀子
今年もやります、恒例の好評企画!  2019年1月号～12月号の特集・TOPICについて、読者サポー
ターを中心に皆さんからいただいた「もっと知りたい!」質問を厳選して、著者の先生方にそれぞれ
お答えいただきました。明日からの臨床にすぐ生かせる答えやアドバイスが満載です!

54

おしゃぶりには、
どう対応したらいい?

食事指導を
スムーズに受け入れて

もらうには?

局所麻酔で
ドキドキする患者さん
には、どう対応したら

いい?

白水雅子、田中佑人、石橋 淳
ラグビーをはじめとするコンタクトスポーツではマウスガードが不可欠です
が、安価で手に入りやすい市販の既製マウスガードで済ませている方も多
くいます。せっかく歯科医院でマウスガードを製作される方には、カスタム
メイドすることで得られる利点がちゃんと理解していただける説明をしましょ
う。また、正しい使い方を説明し、アスリートをサポートしましょう。

68
とじ込み患者説明用シート

歯科衛生士2020年5月号とじ込み付録　©QPC

マウスガード（マウストレー）　　   の正しい使いかた
使いはじめはゆっくりと
はじめに発音や呼吸に違和感が出たり、場合によってはやや嘔吐感を生じるのはごく
自然なことです。装着時間を少しずつ延長し、装着感に慣らしていくようにしましょう。

監修：白水雅子
（日本スポーツ歯科医学会認定
スポーツデンタルハイジニスト）
田中佑人、石橋 淳
（日本スポーツ歯科医学会認定医／
日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト）

次回来院時は、必ずマウスガードを持参ください。　次回ご来院予定日は　　 　　月　 　　　日 です。

長持ちさせるために、こんな行為は避けましょう

防護効果が低下
するだけでなく、
異常な歯の移動
を引き起こす危
険性があります

マウスガードの
劣化を早めたり、
誤飲の原因にな
り危険です

外からの圧力や
強い乾燥、高温
は変形につなが
ります

こんなときは歯科医院へ

使用頻度や状況によりマウスガードの劣化の程度は異なりますが、半年から1年程度には歯科医院を受診し、
定期的にお口のチェックとマウスガードの点検を受けることをおすすめします。

マウスガードがゆるい
はずれやすい

      会話しにくい など

変色
着色

ニオイが気になる割れた

すり減った

お手入れのしかた
唾液が乾くとニオイの原因になるので、使
用後はすぐ洗浄しましょう。

日常の保管は、水洗後に乾燥させた状態で
専用ケースへ入れましょう。

商品説明書のとおりに洗いましょう。洗い流
すタイプのスプレーや入れ歯洗浄剤使用時
の水洗は、常温の水で行ってください。お湯
はマウスガードの変型につながります。

1

2

専用スプレーがおすすめですが、ない場合
は入れ歯洗浄剤（スプレーまたはムースタ
イプ）でもよいでしょう。漬け置きタイプの
入れ歯洗浄剤は避けてください。

今月のDHのための説明力向上講座（73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、マウスガードの使用方法

の説明時にご活用ください。

使
い
方 そのまま渡せる マウスガードの正しい使い方お伝えシート とじ込み

患者説明用

シート ﹇監修﹈白水雅子、田中佑人、石橋 淳﹇イラスト﹈  サタケシュンスケ

そのまま渡せる
マウスガードの正しい使い方
お伝えシート

［監修］ 白水雅子、田中佑人、石橋 淳
※ダウンロード方法は前ページに記載しています。

［第5回］  スポーツマウスガード
使用を希望されている方にこう説明しましょう
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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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［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*、おおたきょうこ、佐々木 純、サタケシュンスケ、下野正基、高村あゆみ、田中麻里子、
津田蘭子、寺田久美、根岸美帆、ハラアツシ、福 ち々え、macco、村田エリー、ユカワアキコ、渡部伸子（rocketdesign）　［編集長］小川悦子　［編集］長谷川 恵、三浦真理子
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