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はじめに 鳳書さんが鶴暴を冥圃できる霜壽のために

〇プラッシング指導で一詈大切なこと
ープラッシング指導の主人公は「患者さん」。 一方通行の指導

は禁物
ーなぜ、プラッシングが必要かを伝えることから始めよう
〇なぜプラッシング指導をするの？その目檬は？
ー患者さんとの知識の差はあって当然
ープラッシング指導を通じて口腔や体の健康を守ることが目的

ご）
セルフケアグッズに罐くなる：曇書さんにあっ

1) たものを遍ぶために

鱚1竃 セルフケアグッズの糧霞と用遍書國に入れよう
〇患者さんにとっての「とっておきの1本」を遍ぶために
1-1 この2つがわかれば「自信」をもってお勧めできる

◎1つひとつのセルフケアグッズの特徴を知っておくことが大事
2-1 患者さんにあった歯プラシを選択するために必要な基本

知識とは？
2-2 繭磨剤の選択に必要な知識とは？
2-3 補助清掃用具の選択に必要な知識とは？

●2塵 ●プラシの●＊饒な遍び方、
●書さんへの伝え方

〇菌ブラシ選択のポイント
1-1 4つの角震から見た歯ブラシの選ぴ方
◎薗ブラシの持ち方
2-1 歯ブラシの持ち方

®ブラッシング圧（力のコントロール）
3-1 強すぎるプラッシング圧の害
3-2 ブラッシング圧のコントロール法

〇菌ブラシの交撰時期
4-1 交換時期はなぜ重要か？
4-2 「もったいない・・・」という患者さんには

朧3竃 凰書さんにあった鐘●剛を遍ぶための
•＊鑓朧とfiえ方

〇薗●謂の分類
1-1 歯磨剤の効果
1-2 化粧品・医薬部外品・剤型の違い
◎菌塵爾の墓本成分と薬効成分
2-1 患者さんからの質問には、薗屠剤の基本成分一覧表を活

用しよう
2-2 歯麿剤に含まれる薬効成分を知ろう
2-3 歯麿剤に関する日頃の情報収集が大事！

®薗慶剤に禽まれる成分を理鱗する：う蝕予防蝙塵剤編
3-1 フッ化物の効果は3つ
3-2 再石灰化には、再石灰化促進濃度が重要
3-3 フッ化物配合歯磨剤の安全性を説明できるようにしておこう

3-4 低濃虞応用の歯願剤の適正量を理解する
3-5 フッ化物配合歯磨剤使用後の理想的な洗口法
3-6 歯磨剤を用いた効果的なブラッシング方法を愚者さんに

伝えよう

〇薗麿剤に含まれる成分を理鱗する：根薗う蝕予防薗塵剤編
4-1 根面う蝕の発症・進行のメカニズム
4-2 根面う蝕予防成分について

®繭塵剤に含まれる成分を遷鱗する：繭周病予防繭塵剤編
5-1 歯周病のメカニズム
5-2 歯周病殺菌剤について
5-3 歯周病抗炎症剤（ホストケア）について

〇菌塵剤に含まれる成分を理鱗する：
ホワイトニング用・知覚過緻用薗塵剤編

6-1 ホワイトニング用歯磨剤の成分
6-2 知覚過敏用歯磨剤の成分

〇市販饂麗剤と菌科専亮饂屠剤の違いを伝えるための墓本知躙
7-1 ここがポイント！3つの違いを知る

編4竃 纏1111讀擢用具と電鵬饂プラシの値い方・
曇書さんへの筐え方

〇襦助漬掲用具の使い方
1-1 デンタルフロスの指導のポイント
1-2 歯問ブラシの指導のポイント
1-3 タフトブラシ（山型タイブ）の指導のポイント
1-4 タフトプラシ（システマタイカの指導のボイント
1-5 患者さんへの歯間部渭掃の重要性の上手な伝え方

◎電動薗ブラシの使い方
2-1 電動菌ブラシの性能に応じた使い方のポイント
2-2 「電動歯ブラシの良さ」の伝え方

⑦プラッシング鑽●のための國床アドバイス

●1軍 饂の鶴畢飼な●き方の伝え方
〇患書さんへの伝え方で大切なこと
1-1 患者さんが知りたいことは何かを掴む
1-2 患者さんと向き合う歯科衛生士の熱量が大事
1-3 百人百様の指導バターンがあってよい
1-4 指導は必ず2アクションで「できるようになる」を重視する

〇プラッシング指導の流れに沿ったポイントの11Pえ方
2-1 指導の流れの中での重要事項

®塵き残しを防ぐ部位同ブラッシングの指導ポイント
3-1 ブラッシング指導は部位別に「磨き残しやすさ」を考察する
3-2 上顎前歯部：磨き残しやすい部位と磨き方
3-3 下顎前歯部：磨き残しやすい部位と磨き方

3-4 上顎臼歯郡口蓋側：磨き残しやすい部位と磨き方
3-5 臼歯部頬側：磨き残しやすい部位と磨き方
3-6 下顎臼歯郭舌側：磨き残しやすい部位と磨き方

纏2章 プラッシング鑽曝での曇書さんの導き方
8つのポイント

〇口腟の鍵康観の違いを理鱗する

1-1 患書さんの抱く「口の健庫」は歯科衛生士と最初から同
じではない

◎最初にわかっておきたい麗奮さんとの「●●のギャッブ」
2-1 初診からプラッシング指導を望む患者さんは少ないのが

環実

2-2 その患者さんは今、どんなゴールを見ていますか？
®自分の「状態」を自覚してもらうことから始める
3-1 患者さんの通院目的を徐々に変えよう

〇相手の知識量に応じた「患者教青＝情報握供」を考える
4-1 人の知議は千差万別
4-2 患者さんの知識量に応じた歯周病の伝え方
0タイミングを見計らい、患者さんに「どうなりたいか」を

問いかける
5-1 患者さんが自分で選択することが大事

〇賣任の繍引きをする
6-1 見える部分と見えない部分
6-2 検査結果の伝え方が大事
〇伝えたいことは「小出し」にする
7-1 伝える量が多すぎると記憶に残らない

〇愚者さんの「できる！」をひとつずつ嬬やすつもりで指導する
8-1 患者さんのプラッシングIQにあわせて指導する

露3● ●書さんのモチペーションを上げる
2つのポイント

〇ゼロのスタンス
1-1 思い込みは禁物

◎必ず襲める
2-1 アメとムチの使い分けが必要

纏4● ●祠●夷セルフケアグッズを1bめる騎の
ポイント

〇自信を持つてセルフケアグッズを慟められるようになるには
1-1 各製品を比較し、それぞれの良さを知っておこう

◎自身のブラッシング措導にいくらの値殿をつけますか？
2-1 その人にあったものを選ぺる力があるだけで指導の価値

は変わる

®セルフケアグッズの勧め方
3-1 患者さんにセルフケアグッズを勧める時の重要ポイント

璽5軍討蒙雷胄撞壽のポイント
〇この年代特有のTBIポイント 低年齢児（保護者向け）
◎この年代特有のTBIポイント 3~5籠児（傑圃奮向け）
◎この年代特有のTBIポイント 6~8鰻児、9-14鐵児
〇この年代特有のTBIポイント 若年奮
◎この年代特有のTBIポイント 成人期
®この年代特有のTBIポイント 高齢醤

おわリに セルフケア撞壽において重璽なことは胃？
「量ii」より「曇遍化」を
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注文票

予防歯科を充実させたい歯科医院のための

ホームクア指導

バーフェワトマニコアlu

予防歯科を充実させたい歯科医院のための

ホーUクア指導
AomeCa叫ul.JanceP贔ct 加nua/

バーフェワトマニュアlu
伍amm9ん。

口萱野美帆

予防歯科を充実させたい歯科医院のための
ホームケア指導Iトーフェクトマニュアル

10,780円

インターアクション株式会社

東京都武蔵野市境南町2-13-1-202
TEL 070-6563-4151 FAX 042-290-2927 

INTERACT/ON http:// interaction. j p

霞新の製品情報と
者え方に星づく

今日のホ ー l.J.クア指導の

決定版！

口 萱野美帆

四 10,780円（本体価格9,800円＋税）

四 248ペー ジ·A4判
ISBN 978-4-909066-43-5 C304 7 

For 'lfべての年代

萱野美帆（かやのみほ）

2000年 池見札幌歯科衛生土専門学校卒
2005年 池見札幌歯科衛生士専門学校専任教員
2012年 医療法人社団ー

1心会 マネー ジャ ー勤務

現在 北24条かやの歯科クリニッククリニックマネー ジャ ー

札幌雹護医療専門学校非常勤謂舗／吉田学國医療歯科専門学校非常勤講師

2001年 クオレ矯正歯科クリニック勤務
2009年 鈴木歯科医院勤務

〗
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図 1-2-1

４つの角度から歯ブラシを選ぶ

＝

歯ブラシは、以下の４つの角度から患者さんにあったものを検討し、選択していきます（図

1-2-1）。

角度１　口の大きさ

角度２　歯並び　

角度 3　歯周病の状態

角度 4　ブラッシング習慣

４つの角度から見た歯ブラシの
選び方1-1

今の状態にあう

歯ブラシ

歯ブラシ選択のポイント1

口の大きさ

歯周病の

状態

歯並び

ブラッシング

習慣

1

3

2

4
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図 1-3-15

3)　カリエスリスクが高い方の場合

小児でカリエスリスクが高いケースは自分磨きの時に小児用のフッ化物配合歯磨剤を使用し、

仕上げ磨きはフッ化物ジェルを使用するなど併用すると口腔内のフッ化物濃度が高まり予防効

果が高まります（フッ化物ジェルも歯磨剤と同量使用してください )(図１-3-15）。

成人のハイリスク者の場合も同様にフッ化物配合歯磨剤を使用後、フッ化物ジェルなどを併用

することで口腔内のフッ化物濃度は高まります。

毎回のブラッシング時にフッ化物ジェルの併用ができない場合は、就寝前もしくは１日最後のブ

ラッシング時に使用するように指導しましょう。これは就寝中の唾液分泌量が低下することで、

リスクが高くなるためです。

生活背景から使用できるタイミングや回数を考慮しながら指導することも大切なポイントになり

ます。

フッ化物入り歯磨剤を使用後、さらにフッ化物ジェルやフッ化物洗口液

を使用すると口腔内のフッ化物濃度が高まり

長時間「再石灰化濃度」が保てる！

フッ化物製品は併用がおすすめ

う蝕が
ハイリスクの方に

フッ化物入り歯磨剤

＋

フッ化物製品
（フッ化物ジェル・フッ化物洗口液）
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図 1-4-2

図 1-4-3

図 1-4-4

歯ブラシの操作のポイント

ストレート型も L字型も前歯

部であれば問題なく操作でき

る。操作時に、固定点を置く

と前歯部は操作しやすくなる。

ストレート型はハンドルが短

めだと、把持する指２本と排

除する指で操作部位が見えな

くなる（操作が難しい）。

前歯部

臼歯部

ストレート型とL 字型の操作性の違い

ポイント①
歯間ブラシはX字方向に操作す
る！
そうすることで歯の曲面にも沿っ
た操作が可能！

L 字型の操作時の注意点
L 字の屈曲部が口角に引っかかっ
たままで操作しようとすると、ス
トロークの角度が変わってしまう。
小臼歯部で特に注意！

ストレート型

ストレート型（操作難）

L字型

L 字型（操作簡単）

175

伝えることは小出しにする

図 2-2-13

１回目の TBI
・歯ブラシの持ち方

・ストロークについて

２回目の TBI
・前回の確認

・前回の指導内容でできていない部分への再指導

・臼歯への歯ブラシのアプローチ法

３回目の TBI

・前回の確認

・前回の指導内容でできていない部分への再指導

・舌側の磨き方　
・舌側を磨く時の鏡の見方

４回目の TBI
・前回の確認

・前回の指導内容でできていない部分への再指導

・必要な補助清掃用具の指導

伝える量が多すぎると、かえって記憶に残らない

覚えられない…

鏡を見て磨いて… 歯ブラシの持ち方は…

歯ブラシの角度は…

奥歯はこう磨いて…

毛先はこの角度で…

歯磨きの圧は…

歯磨剤の量は…

洗口の回数は…

一度に全てを伝えるような指導ではなく、毎回、前回の復習を行い、

確実なレベルアップを図る

a c t i o n !

毎回、少しずつ
新しいことを指
導に加える

a c t i o n !
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上顎臼歯部口蓋側は意識的にあてないと

磨き残しが多くなる部位

図 2-1-13

歯ブラシの毛先があたらず、毛

の脇腹（側面）があたっている

状態

毛先の揃った面をあてられず、

歯ブラシのトゥだけあたった状態

歯ブラシの毛先の向きに気をつけ、歯

ブラシのネック部と上顎臼歯の歯列が

平行になると解消できる！

しっかりあてられるようにクリニックで

歯ブラシの角度を習得してもらう

時には手を添えて角度の修正を行う

鏡の見方も指導する！

上顎臼歯部
口蓋側
の注意点

この２列が平行になることが

ポイントです！

× ×

a c t i o n !

a c t i o n !

◯
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「これが良い！」と断言する

図 2-4-3

セルフケアグッズは患者さんに自信を持って勧めることがポイントです。私達がプロとして「この

人には、コレがいい！」と断言できれば、患者さんは間違いなく安心して使用し始めます。なので、

セルフケアグッズを勧める時には「断言する」ようにしましょう。「こうかな？」や、「どれでも良いです」

というスタンスは微塵も持たずに、「今のこの患者さんには、絶対コレが良い」と自分で決めて、

指導したりお勧めすると、その想いが会話の中で表現されていきます（図 2-4-3）。

逆に、「こうかな？」と迷いながら勧めると、言葉の端々に「こうだと思うんですけど…」「良い

かな～と思います…」と疑問形や自信なさげな言葉が散りばめられてしまいます。まずは自身

で試し、実体験をもとに「コレだ！」と自信を持って勧めることが大事です。

患者さんにセルフケアグッズを
勧める時の重要ポイント3-1

1)　自信を持って勧めること

◯◯さんにはこれが良いです！

私も使ったことがあるんですが
こちらの歯ブラシの方が
汚れが取れます！

これかな？

どれも良いです

こちらの方が汚れ取れると
思います

◯× 断言する言い方DH自身がなさそうな言い方

セルフケアグッズの勧め方3

私達がプロとして「これが良い！」と断言すると、患者さんは安心してセルフケアグッズを選ぶ
ことができる。さらに、実体験をもとに伝えるとより説得力が増す

a c t i o n !
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症状にあわせてグッズを変える

患者さんの希望も聞きながら臨機応変に

図 2-4-6

図 2-4-7

歯周病の症状がある程度治ったら、美白系の歯磨剤に変更する。

歯周病が重篤でない場合は朝は美白系の歯磨剤を使用し、

夜は歯周病用の歯磨剤を使用するなど、1日の中で使い分ける

また悪化したらAに変更する（戻す）ことを患者さんに伝える

A. 歯周病が重度であれば歯周病用の歯磨剤を選択。
まずは土台となる歯周組織の改善を目指す

Q. 口腔内の状況は歯周病。患者さんは「美白系」の歯磨剤を使用したい。
どちらを優先する？

a c t i o n !

A
歯周病に効果のある
殺菌剤　高濃度配合

2,000 円

B
Aと比べると薬剤の
濃度が少し低濃度
1,000 円

C
う蝕予防に特化した

歯磨剤
500 円

or

軽症化

or

歯周病が重度の時には

殺菌剤高濃度配合の

Aを選択

症状が治ってきたら

歯磨剤を Bに変更

モチベーションも上がる


