
動画付き!

患者への具体的な対応法が
トーク例でわかる

効果的な磨き方が
動画で見れる

臨床から生み出された
ノウハウで実用的

たくさんのノウハウで
指導にハバが広がる

どのページからも読める、
写真も豊富

患者さんも歯科衛生士も
指導が楽しくなる

資料の活用ノウハウも
わかる

シンプルな磨き方だから
患者さんが長続きする

従来の指導本とは一線を画する一冊！
こんな指導法、もっと早く出会いたかった
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患者が磨く !続ける !
プラコンがアップする !
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赤染めすれば患者さんは変わりますか ?

テクニックを教えれば患者さんは磨きますか ?

　　　の目次より（一部）その5

確実に示そう! 患者さんにプラークを“見せる”
テクニック
1 考えてみよう! プラークを見せる意味

2 プラークを見せるテクニック

見せるテクニック ❶　王道のプラーク染色法（赤染め法）

見せるテクニック ❷　臨床での応用力1番! 探針法

見せるテクニック ❸　見え方を把握してから活用したい手鏡

見せるテクニック ❹　手鏡活用時の手の添え方に注意!

　　　の目次より（一部）その2

効果的なブラッシング法とは

1 歯磨きは歯と歯肉の形態的な特徴の理解から！

2 毎日継続でき、効率もよいブラッシング法とは

ブラッシング法 ❶　「毛先磨き」は?

ブラッシング法 ❷　メディアでおなじみの「バス法」は?

ブラッシング法 ❸　定番の「スクラッビング法」は?

ブラッシング法 ❹　「突っ込み磨き」は?

　　　の目次より（一部）その6

患者さんの意識改革15のテクニック
～教えるだけの指導からの脱却～
1 まずは、現在の磨き方になった経緯を患者さんに聞く

2 単調な言葉で繰り返す

3 プラーク染色法で気づきを与える

4 磨けていないことを体験させて、興味を一気に引き上げる

5 key toothで口腔内への関心度を上げる

6 補綴・修復治療プランを使ってモチベーションを上げる
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❺下顎臼歯舌側

挿入して、毛を揺さぶり細かく動かす。歯ブラシのつま先
を意識して磨く。

歯ブラシのつま先と脇の一部を使用する。下顎は舌側傾
斜している場合が多いため、下からすくうような気持ちで
歯ブラシを傾け、歯頸部に当て角度を決める。

毛先を挿入。毛先は歯肉の上にはのせない。患者さんに
は歯と歯の間を意識して磨いてもらう。

動画3
をCHECK！

動画4
をCHECK！

〔下顎臼歯舌側〕 〔下顎臼歯舌側・
後方より〕

使用する
毛先

そのまま使える ! スキルも上がる ! ブラッシング指導テクニック―だれも教えてくれなかった、結果を出す技と伝え方―

効果的なブラッシング法とは

⁃❸

⁃❶

⁃❷

その 2 その 2
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❻上顎臼歯口蓋側

その場で細かく動かす。歯ブラシの柄は正中あたりに位
置している。

上顎臼歯部口蓋側は隅角部のプラークが残りやすい部
位である。磨く際、口が大きい場合は歯ブラシを横にして
もいいが、多くは斜めにして歯ブラシのつま先と両脇の一
部を使用する。歯頸部に当て角度を決める。

毛先を挿入。歯ブラシが上に向きやすい位置のため、患
者さんにはブラシをしっかり横に向けるよう意識させる。

　上顎臼歯部口蓋側はもっとも縦アー

チと横アーチが存在する部位です。その

ためプラークも残りやすいです。またこ

の部位は、毛先が歯間に入った感じが、

もっともわかりやすいところでもありま

す。

動画5
をCHECK！

〔上顎臼歯口蓋側〕

使用する
毛先

その2

⁃❸

⁃❶

⁃❷

その 2
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見せるテクニック ❹手鏡活用時の手の添え方に注意!
　手鏡を見てもらいながら歯ブラシの角度や動かし方
など、手を添えて指導することはよくあります。言葉では
感じにくい感覚的なものや圧の加減などが伝わりやす
いと思います。ここで注意したいのが手の添え方です。
　何気に添えているその手で患者さんの視野を遮って
いません? 手を添えるとき、鏡にどう映るか考えて手を

添えていますか? 感覚は伝わりますが鏡はまったく見え
ていないということがよくあります。手の添える位置を、
少し気をつけるだけで問題は解決します。これも相互
実習してみるとわかります。ぜひ一度、確認してみてくだ
さい。

相互実習で、手を添える位置を確認しよう相互実習で、手を添える位置を確認しよう

　ペアになって患者役、術者役を決め、手を添えたブ
ラッシング指導をします。患者役は、どんな動きの場合
に手鏡が見えづらくなったのかを相手に伝えましょう。

　実は、❷の写真の患者役か

ら口腔内は見えず、術者の手

が見えているだけです。

患者さんの手の後ろ側に術者の手を添えると、患者さんの視界
を遮らない。

患者さんの視界を無視した添え手。

そのまま使える ! スキルも上がる ! ブラッシング指導テクニック―だれも教えてくれなかった、結果を出す技と伝え方―

確実に示そう! 患者さんにプラークを“見せる”テクニック

⁃❶ ⁃❷

その 5 その 5
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見せるテクニック ❺デンタルミラーも使い方次第
　口腔内診査に欠かせないのがデンタルミラーです。
頬粘膜排除や臼歯部の舌側（口蓋側）を観察するには
絶対的存在であり、歯科衛生士にとってあまりに日常的
な道具なだけに、専門家の道具という位置づけが薄ら
いでいるように感じます。患者さんに口腔内を見せる際
に、デンタルミラーを使って合わせ鏡にして患者さんに
お見せすることは、臨床ではよく使うテクニックです。実
際その見せ方で患者さんから「見えません」や「よくわか
りません」と言われることはほとんどないと思います。し
かし本当のところ、よく見えていなかったり、どこのこと
を言っているのかよくわからなかったりしている方も多
いと思います。
　たとえば美容院で髪をかわいくアレンジしてもらうと
最後に出来栄えを確認するため、見えない後ろ姿を大

きな合わせ鏡で見せてくれます。大きな合わせ鏡で目
の前の鏡に映し出すことで、後ろの様子を容易に確認
することができます。これはアレンジした部位を映し出
すのではなく、全体を映すことでイメージできるよう工夫
しているのです。もしもこの鏡が小さいと、全体のイメー
ジがつかなかったり、映しているのがどこかわからな
かったりしてお客さんの満足度が上がらないですよね。
ですから大きな鏡を抱えて見せてくれているのです。
　つまり患者さんにとってデンタルミラーは「小さく想像
のつきにくいもの」ということを理解しておくことが必要
です。ましてプラークは歯面に同化して見えにくく、また
歯は同じような面が連なっており、普段舌側面を見慣
れない患者さんにはただでさえ見えにくいので、道具に
も工夫が必要です。

合わせ鏡なら、口腔内写真撮影用のミラーを活用しよう合わせ鏡なら、口腔内写真撮影用のミラ を活用しよう

　患者さんに合わせ鏡で見せる際は、デンタルミラー
ではなく口腔内写真撮影用のミラーを使うことをお勧め
します。どの医院にも1つや2つは傷がついた古いもの

があると思います。これを使って大きな範囲の合わせ
鏡にすると見え方はぜんぜん違います。

⁃❶ ⁃❷

❷の方がイメージがつきやすく

見えやすいことは、明らかですね。

デンタルミラー

口腔内写真撮影用ミラー

その5

その 5
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テクニック 4
磨けていないことを体験させて、
興味を一気に引き上げる

　口腔内に炎症がありもう少しブラッシングを上げた
いが、患者さんに「頑張ってやっています」と言われてし
まうと言葉が出ないですよね。歯周治療の重要性をな
んとなくわかっていても、ブラッシング指導を受ける必
要性を強く感じている方は少なく、また自分はブラッシ
ングができていないと思っている方も少ないです。まず
はいろいろお伝えして興味を上げるよう努めます。しか
し今一つ伝わらないときや口腔内の問題をわかっても
らえないときなどには、次の方法が有効です。筆者も患
者さんに気づきを与える方法としてよく使っています。
手順①指導に入る際に患者さんに質問をします。
言葉がけの例 　現在は歯磨きで歯ぐきから出血し
ますか?
　すると多くの患者さんが「出ないです」と言われます。
手順②その後は、
言葉がけの例 　そうなんですね。今日は歯の裏側
の磨き方を確認したいのですが、まずここの部位
をどのように磨いているか教えてもらっていいです
か?
　などと伝え、実際に鏡を見ながら磨いてもらいます。
部位はできるだけこちらから指定します。実際患者さん
が磨いても申告通り出血はしません。
手順③その状態から手を添えず口頭のみでアドバイス
します。歯ブラシがしっかり歯頸部に当るよう、角度や

動きを少しアドバイスします。たとえば磨く位置を変えた
ければ、
言葉がけの例 　○○さん、ブラシの向きや動かし
方はとてもよいです。あとはブラシを歯と歯ぐきの
際に当ててもらうとよりいいと思います。
　と口頭だけのアドバイスをします。絶対手は添えては
いけません！（ここ重要です！）　患者さんがやり方を改
善して磨いていると、炎症のある部位にもブラシが当た
りますので当然出血がともないます。患者さんによって
は隣接面や隅角部からかなり出血される方もいます。
手順④指定の部位が磨けたら、患者さんに歯肉や歯
ブラシを見てもらい出血しているのをよく確認してもら
います。多くの患者さんが「家では出ないのにね～」や
「え～すごい血が出てる～」とびっくりされ、自分の磨
き方では足りない、もしくはやり方がよくなかったと感じ
られるようです。「もう少し歯ぐきのところを磨くのですね」
「自分では磨けていると思ってたよ」など現状では足り
ないことを実感され、その後の話し合いはスムーズにな
ります。

指導ポイント

　アドバイス時に手を添えて行うと、「歯科衛生士
が磨くと出血する」という考えで終わってしまうこと
があります。アドバイスはもらったけど、あくまで自
分で磨いて出血がこんなに出る、ということを体験
から理解できることがねらいです。

そのまま使える ! スキルも上がる ! ブラッシング指導テクニック―だれも教えてくれなかった、結果を出す技と伝え方―

患者さんの意識改革15のテクニック～教えるだけの指導からの脱却～

その 6 その 6
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⁃❻

⁃❹

⁃❺

⁃❶

⁃❷ ⁃❸

❶磨く前の状態（炎症が残ってい
る部位を選ぶ）。❷歯科衛生士が
アドバイスしながら患者さんが磨
いているところ。❸患者さんによる
ブラッシング後を、患者さんにも見
てもらう。

❹磨く前の状態（炎症が残ってい
る部位を選ぶ）。❺歯科衛生士が
アドバイスしながら患者さんが磨
いているところ。❻ブラッシング後
の歯ブラシを患者さんにも見ても
らう。

　いつも出血しない

のに自分で磨いて出血

するので、患者さんの

気づきやインパクトは

大きいです。

　出血しそうな部

位をこちらから指

定します。

その6

その 6
003-126_Brushing_210702a.indd   81 2021/07/02   13:57

指導で

やるべきことが

明確にわかる

2021̶8

支店・営業所

●貴院名

冊注文します。

き り と り 線

モリタ商品コード：208040793

●ご指定歯科商店

※ご記入いただいた個人情報は、弊社の新刊案内、講演会等の案内に利用させていただきます。
※ご指定歯科商店がない場合は送料をいただき、代金引換宅配便でお送り致します。

そのまま使える！ スキルも上がる！ ブラッシング指導テクニック
だれも教えてくれなかった、結果を出す技と伝え方
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