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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
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新田 浩　［事例提供］土岡弘明、佐藤未奈子

やる気スイッチをONにする
“歯周治療のための
コミュニケーション技法”を
身に付ける! 
─Periodontal Motivational Interviewing入門─

26 はじめに  ─歯周基本治療の成否を左右するのは患者さんとのコミュニケーション─

28 PART1  Motivational Interviewingってなんだ?
36 PART2  実例で学ぼう! MIで変わるコミュニケーション
41 おわりに  ─イライラにさよなら─

歯周基本治療の成功には、患者さん自身の行動変容が不可欠です。近年、日本でも耳にするようになっ
た“Motivational Interviewing（MI）”は、患者さんの行動変容につなげるためのコミュニケーション技
法として、世界中の医療現場等で用いられているテクニック。
本特集は、歯周治療における（＝Periodontal）MI、すなわちPeriodontal Motivational Interviewing

（PMI）のポイントをまとめ、ありがちな患者さんとのやりとりをマンガにして実践的に紹介します!

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
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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

48 がん治療中の口腔粘膜炎
多くの患者さんが直面するこの辛い症状を
DHがどう支えるか
上野尚雄
2人に1人が「がん」にかかる今、がん治療の副作用として口腔内のトラブ
ルで悩む患者さんが大勢いらっしゃいます。病院だけに任せるのではなく、
地域のかかりつけの歯科医院でも対応することが、患者さんにとって大き
な助けとなります。そこで今回は、その中でも口腔粘膜炎について掘り下げ、
DHが何を診て、どうしたらいいのかなどを解説します。

72

河井 聡
子どもたちの歯列を守るためには、異常の兆候を早めに把握し、そ
れを理解できるように伝え、対応しなければなりません。歯列不正の
原因は、「歯の位置やスペースの問題など解剖学的要素」と「口腔習
癖の問題など機能的要素」に大きくわけられます。今月は、「解剖学
的要素」について学び、患者さんに説明できるようになりましょう。

［第8回］  小児の歯列不正の原因
 ［解剖学的要素編］ 
歯並びを悪くする
解剖学的要素を説明しましょう

とじ込み患者説明用シート
監修：河井 聡　山口歯科医院［東京都］・歯科医師

歯科衛生士2020年8月号とじ込み付録　©QPC

きれいな歯ならびのチェックポイント
乳
にゅうし

歯から永
えいきゅう

久歯に成
せいちょう

長するにつれ、気になるのが歯ならび。
歯の生えかわり時

じ き

期にあわせて、きれいな歯ならびにかかわるチェックポイントをまとめました。
鏡
かがみ

をみながら、歯をチェックしてみよう!

にあわせてみてみようの歯 の 長成

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

成長別・歯列チェックシート 正常像がわかる

とじ込み

患者説明用

シート

﹇監修﹈河井聡

﹇イラスト﹈サタケシュンスケ

永久歯に生えかわる前のころ
［5歳ごろまで］

前歯の生えかわりが終わったころ
［8歳ごろまで］

永久歯が生えそろったころ
［12歳ごろまで］

1 乳歯の歯ならびは、将来永久歯に変わるスペース
が必要なので、すきっ歯が理

り

想
そう

的
てき

!
2 下あごのほうが前に出るような「受け口」になってい
ない

3 咬
か

みこんだときに下の歯の根元が半分以上見えて
いる

4 咬んだときに上と下の前歯がきちんと接
せっしょく

触している
5 上下の歯の中心が合っていて左

さ ゆ う

右対
たいしょう

称になっている

1 上下の前歯4本がデコボコになったり曲がったりし
ていない

2 上の前歯が下の前歯より4本とも前に出ている
3 乳歯の犬

けん

歯
し

が早くに抜
ぬ

けてしまっていない
4 上下の前歯がきちんと接触している
5 咬みこんだときに下の前歯の根元が半分以上見え
ている

6 上下の歯の中心が合っていて左右対称になっている

1 歯ならびがデコボコしたり曲がったりせずにきれい
にならんでいる

2 下あごのほうが前に出るような「受け口」になってい
ない

3 上下の前歯がきちんと接触している
4 咬みこんだときに下の前歯の根元が半分以上見え
ている

5 上下の歯の中心が合っていて左右対称になっている
6 極

きょく

端
たん

なすりへりなどがない

（文献1より転載）（文献1より転載）
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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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