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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

31

鍵和田優佳里、松島正和

32 ［PART1］ 力がかかわる口腔内のトラブルを知っておこう
34 ［PART2］ ケース×知識で学ぶ力の現れ方  この骨吸収、なぜ起きた?
34 CASE1  最後臼歯近心の垂直性骨吸収
36 CASE2  欠損歯があり、他の歯に咬合負担がかかる
38 CASE3  4 の骨吸収

42 PICK UP  部位による現症の違い

特定の部位における歯根膜腔の拡大や骨吸収を見たときに、とかく「原
因は力によるもの」と考えがちです。しかし、なかには力にくわえ、炎症
が深くかかわっているケースもあります。そこで、実際の症例をもとに、
その背景に考えられる問題について、いっしょに学んでいきましょう。

なぜ、ここだけ
歯周炎が進行したか?
局所的な骨吸収の背景にある力の影響

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!
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かんたん検索!
臨床で浮かんだ疑問は、文献でサクッと解決
成田大輔
臨床で疑問が生じたとき、周囲の人に聞いたり、教科書などを見たりして確認する人
が多いと思いますが、それでも解決できなかったらどうしますか?　今回は、診療ガイド
ラインや文献データベースを活用する方法やコツをご紹介します。自分自身で臨床の
疑問の答えを見つけるスキルが身に付けば、自信にもモチベーションにもつながります!

50
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Before After

高柳篤史
これまで歯を保ってきた方でも、高齢者になると多発するのが根面う蝕。
歯冠部う蝕との違いを理解していただき、セルフケアとプロフェッショナル
ケアの両輪でしっかりと守っていくためにはどのように説明したらよいのか
を、「簡単に」「詳しく」の2つの台本で学びましょう。

70
とじ込み患者説明用シート

見せて伝わる!
根面う蝕のなりやすさ
説明シート

［監修］ 高柳篤史
※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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カリエスリスクや生活習慣に配慮しプラークコントロール維持に取り組んだ症例
小宮純子
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今月のDHのための説明力向上講座（72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活用ください。 使
い
方

根面のう蝕のなりやすさ説明シート

見せて伝わる! とじ込み

患者説明用

シート

 ﹇監修﹈高柳篤史

﹇イラスト﹈   キムラみのる 

佐々木 純 

監修：高柳篤史　高柳歯科医院［埼玉県］・歯科医師

長くなった歯の根元は、むし歯になりやすいです
ご注意ください

歯科衛生士2020年6月号とじ込み付録　©QPC

　歯の内部は象牙質でできていま
すが、歯ぐきから見えている歯の白
い部分（歯

し

冠
かん

部）は、さらにエナメル
質で覆われています。
　歯ぐきが下がると、クリーム色の
根元が見えてきます。これが象牙質
です。酸に溶けにくい硬いエナメル
質で守られている歯の頭の部分と
違い、歯の根の部分は、象牙質がむ
き出しなのです＊。象牙質はエナメ
ル質よりも酸に溶けやすいため、む
し歯になりやすいだけでなく、むし
歯の進行も速いのです。

＊健康な歯の根の面はもともとは「セメント質」
に覆われていますが、歯ぐきが下がり、根の面
が見えるようになると、セメント質もはがれ、象
牙質が露出してしまいます。

クリーム色の象牙質の部分に、少し暗く
なったむし歯の部分ができています。

歯の根元にできたむし歯

エナメル質

象牙質

エナメル質はpH5.5以下で溶け始めます

象牙質はpH6～6.7から溶け始めてしまいます
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連載

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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最終回

緊急寄稿
医療者と患者さんを
守る歯科医院の
エアロゾル感染対策

8
News&Topics特別編

中村健太郎
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