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患者さんの“治る力”を
最大限に上げる
─予測以上の改善を引き出す歯周治療─
福原あゆみ、石川 亮

歯周病はさまざまな因子が絡む複雑な疾患です。たとえ同じ検査値であったとしても、患者さんごとに歯周病が
“治る力”は異なり、それによっては初診時の予測以上に改善がみられるケースもあります。そこで今回は、
完治しない病である歯周病を扱ううえで、“治る力”を保ち続けるために、歯科衛生士がどのようにアセスメントを行い、
最大限引き上げるサポートをするためにどのように介入しているか、著者が実践している内容をご紹介します。

28 PART1  介入によって、予後は変化する可能性がある  ─その歯は本当にHopeless?─

30 PART2  現場発!  “治る力”の見極め方&引き上げ方
34 PART3  Case Report  初診時にHopelessとされていた歯が保存可能に!
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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/

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。
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歯科材料別特徴おまとめシート

違いが伝わる!

メンテがわかる!

特集2（P51〜）を読み、本シートを切

り離す、またはPDF版をダウンロード

して補綴装置のケアについて説明する際

にご活用ください。
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小枝陽介
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ジルコニア
表面処理：グレーズ処理（艶焼き）

セラミック
表面処理：グレーズ処理（艶焼き）

硬質レジン 保険適応
表面処理：グレーズ処理（光重合タイプ・艶出し）

メタル 保険適応
表面処理：研磨処理

特
徴

●硬くて破折の心配が少なく、もっとも傷がつきに
くい
●酸に強く経年劣化しにくく、歯垢もつきにくい
●元の歯に密着し続け、むし歯になりにくい
●金属アレルギーの方も安心して使用できる
●硬い材料のため、強い咬合力や食いしばりが続
くとまわりの歯ぐきや骨、対合歯に悪影響が出る
可能性もある

●自然の歯にかなり近い見た目で美しい
●内側が金属なので割れにくいが、色調や透明感
はオールセラミッククラウンに比べて劣る
●歯垢などがつきにくい
●ジルコニアに比べると強度が弱く破折しやすい
●歯ぐきが黒ずむ可能性がある

●変色や吸水がある
●長期的な使用で表面の艶出し剤が剥がれ、歯垢
がつきやすく変色しやすい
●セラミックより軟らかく、傷ができやすい
●レジン部は欠けやすく摩耗しやすい

●強度はあるが、傷や汚れがつきやすい
●傷がつくと腐食しやすくなり、歯肉炎やむし歯が
できやすい
●歯垢がつきやすい
●金属アレルギーの方には使用できない

経
年
変
化
と
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ア
の
注
意
点

しっかり研磨したものを装着するため、装着後も
表面の変化などは少ないです。セルフケアではプ
ラークなどの汚れや歯と補綴装置の境目を中心に
OHIを行います。プロケアでは、ステインがついて
いる場合は綿球などで擦って除去する程度にとど
め、研磨剤などでPMTCをしたり、過剰なケアに
ならないようにします。

まれに、咬耗や食いしばりで欠ける経年劣化が見
られることがあります。セルフケアでは歯間空隙を
広げないよう、適したサイズの歯間ブラシやフロス
を適切に使えているか確認します。プロケアでは、
プラークなどがつきやすいザラつきを除去するた
め、とくにコンタクト調整時にはしっかりと研磨を
します。

セラミックに比べプラークがつきやすく、表面がザ
ラつき着色したり、表面に艶がなくなり曇ってくる
ことがあります。経年劣化による着色はプロケア
では取れません。セルフケアでは低研磨の歯磨剤
と軟らかめの歯ブラシをおすすめし、適切なブラッ
シング圧で磨けているか確認します。プロケアは、
傷のつきにくいパウダークリーニングや粒子の細
かい研磨剤を用いて行います。

経年により腐食して黒く変色し、研磨しても完全
にきれいにすることは難しくなります。艶のある面
も、歯磨きにより徐々に傷がつきます。プラークな
どもつきやすいのでセルフケアを徹底しましょう。
プロケアでは、エナメル質より軟らかいため天然
歯と同じケアではいけません。メタルの表面にス
ケーラーチップが当たらないよう慎重に操作しま
す。

※天然歯と似せるためにあえてステインをつけて表面にグレー
ズ処理をすることがある。その場合プロケアでは除去できな
いので注意。

プラークのつきにくさ
摩耗のしにくさ見ための自然さ

プラークのつきにくさ
摩耗のしにくさ見ための自然さ

プラークのつきにくさ
摩耗のしにくさ見ための自然さ

プラークのつきにくさ
摩耗のしにくさ見ための自然さ

歯科衛生士2021年6月号とじ込み付録　©QPC補綴装置の材料別に特徴をまとめました。口腔内の補綴装置を長期維持するために何に気をつけるべきか把握し、患者さんと共有しましょう!

違いが伝わる! メンテがわかる!
歯科材料別特徴おまとめシート
P.51“天然歯と同じにしてない?　治療が長持ちする補綴装
置のメインテナンス”より
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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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天然歯と同じにしてない?

治療が長持ちする
補綴装置のメインテナンス
植村美穂、秋本昌弘、北薗里佐

51

「補綴後の口腔内を長期維持したい!」という想いは、患者さんも
歯科衛生士も同じでしょう。しかし、天然歯と同じメインテナンスで
は、知らず知らずのうちに補綴装置を傷つけているかもしれません。
そこで、本特集では、補綴装置のメインテナンスを考えるときに必
要な6つの視点を教えてもらいます! この視点をもとに、年齢や補
綴装置が異なる3つのケースを一緒に考えてみましょう。

西 真紀子、大川敏生、大城暁子、水上美樹、益子正範、澁川義幸、大北江里香
恒例の人気企画! 今回は2020年下半期（7月号～12月号）の特集について、読者の
皆さんからいただいた質問に、各特集の著者の先生方に答えていただきました。
「私もこれをもう少し聞いてみたかった!」「他の人はこんなことが気になるのか」など、
学びを深め、臨床にすぐに活かせるヒントが満載です。

78 読者が本当に聞きたいこと、
全部答えます。［2020年下半期］

シャープニングの
角度の確認方法について

もっと知りたいです。

垂直性歯根破折を
事前に防ぐ方法は
あるのでしょうか?
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「DH誌上Case Presentation」は休載いたします。

最終回
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