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■特別顧問
慶応義塾大学医学部歯科
　　　　　                口腔外科学教室准教授　河奈裕正
■スタッフ
歯科医師 8 名・歯科衛生士 10 名・歯科助手 1 名
歯科技工士２名・受付 1 名
■設備
治療ユニット 6 台／院内技工室／歯科用 X 線 CT ／
治療用顕微鏡（マイクロスコープ）6 台／院内 LAN プ
レゼンテーションシステム／レーザーう蝕診断機 etc

医療法人社団　歯生会

世田谷区奥沢 5-26-9　自由が丘栄ビル３F

■診療時間　AM9:30 ～ PM1:00
　　　　　　PM2:00 ～ PM5:30
■受付時間　AM9:15 ～ PM6:00
■休  診   日    日曜・祝日

http://www.masaka-dental.com
℡ 03-3718-8470  03-3718-9109Fax

■学会の専門医・認定医・認定衛生士
日本接着歯学会 終身認定医：眞坂信夫

国際インプラント学士会認定医：眞坂信夫

日本歯科理工学会

　　　　     Dental Materials Senior Adoviser ： 眞坂信夫

日本口腔インプラント学会専門医： 岡田常司

日本歯周病学会専門医：岡田たまみ

日本歯周病学会認定衛生士  藤原優子・松永麻子

日本口腔インプラント学会専門衛生士：北島綾美

自由が丘駅（東急東横線／東急大井町線）南口を出て徒歩 1分。

遊歩道沿いです。ビルの 1～ 2階は無印良品。

眞坂歯科医院

当院では、皆さまとの円滑なコミュニケーションが、より良い治療を実現する一番のポイントであると考えています。治療へのご意見・ご希望はもとより身

近な出来事や話題などをお寄せください。特に言いにくいこと—ご不満やお叱りなど—が、私どもには貴重なものとなります。匿名でも結構ですので、院長

またはニュースレター宛にお送りくだされば、おおいに励みとさせていただきます。

　歯のメインテナンスは、むし歯や歯周病にならない良好な口腔環境を保つことが目

的です。歯の状態、虫歯や歯周病の発症リスク、口腔衛生に関係する生活習慣、お体

の健康状態などは人によって様々で、歯の健康を守っていく方法も一人ひとり異なり

ます。

　当院では、治療後の健康な状態を維持していただくために、口腔ケアに力を入れて

おります。皆さまのご希望によって、レントゲン撮影や CT 撮影、歯周ポケット検査な

どの精密検査で口腔環境をチェックし、歯科衛生士による、一人ひとりに合った最善

のメインテナンスをご提供させていただいております。また、ブラッシングなどの「ホー

ム・ケア」についてのご指導も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

　PMTC とは、歯科医や歯科衛生士による、専用器具を用いた歯のクリーニングです。

手順としては、歯垢、歯石を丁寧に除去した後、歯と歯肉の境目、歯と歯の間など、

普段の歯磨きでは磨ききれない部分を器具を使って清掃します。

　PMTC の効果としては、歯の表面に歯垢をつきにくくし、口腔内の衛生状態が回復す

るので歯肉が健康になり、歯周病や歯肉炎を予防できます。

　PMTC は、定期的な受診をおすすめします。受診ペースは患者さまによって異なりま

すので、衛生士にご相談ください。PMTC によって、口腔内の状況を歯科医師や歯科衛

生士が把握できますので、虫歯や歯周病の早期発見など、結果的にはご自分の歯の健

康を維持管理する効果が期待できます。

お便りを

お待ちします

歯のメインテナンス
これからも自分の歯で噛めるために

眞坂歯科医院からのお知らせ

ニュ−スレターへのご意見・ご要望

をお寄せください。皆さまのご要望

にそった快適な歯科治療の提供がで

きますように、スタッフ一同頑張っ

てまいります。

●ご意見をお待ちいたします

● 歯科衛生士がおすすめする
　 歯のメインテナンス

● 皆さまの歯を守る
　プロフェッショナル・ケア

●ホーム・ケアのヒント

● 眞坂歯科医院からの
　　　　　　　　　お知らせ

歯科衛生士が
おすすめする

眞坂歯科医院
歯科衛生士グループ

皆さまの歯を守る「プロフェッショナル・ケア」

歯垢・歯石の除去

　虫歯や歯周病などの原因になる歯垢は、毎

日のブラッシングで 100％除去することは難

しく、残ってしまった歯垢は歯石になってし
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PMTC
Professional Mechanical Tooth Cleaning

Professional
 Care 1

　去る 5月 16 日に幕張新都心で行われた第 57 回春季日本歯周病学会学

術大会にて、当医院の岡田たまみ歯科医師が侵襲性歯周炎についての臨床

（専門医）ポスター発表を行いました。

　侵襲性歯周炎とは、比較的若い年齢から罹患する進行の早い歯周炎で、

通常の歯周炎に比べて進行を止めるのが難しいとされています。

岡田たまみ歯科医師

臨床研究を学会発表

岡田たまみ歯科医師は、

日本歯周病学会の専門

医です。

歯根
破折

接着
治療

インプラント

最近、治療済の歯の根が割れる「歯根破折」が増えています。
当院は、割れた歯を抜かずに残す技術を開発しています。

割れた歯も、抜かずに残します

最新の治療技術と高品質の材料、CT や無菌手術室などの
設備、万全の態勢でインプラント治療に臨んでいます。

日本口腔インプラント学会の専門医が担当します

当院は、接着治療のパイオニアです
1980 年以来、接着材をベースにした臨床研究を歯科医療界に発表
するとともに、「歯にやさしい接着治療」に実績を重ねています。

Bonding

Implant

Fracture

■会長　眞坂信夫
■院長　岡田常司

東急大井町線

至・渋谷

至・大井町至・二子玉川
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眞坂歯科医院→

松永麻子 中村澄江木村聡子藤原優子



　フッ素には、歯の質を強化し、酸から歯を溶けにくく

する効果や歯の再石灰化を助ける効果があります。歯垢、

歯石の除去やPMTCなどで口腔内を清潔にした後で、フッ

素塗布を行うと、虫歯の発症リスクを軽減できます。

　フッ素の効果を持続させるためには、人によって異な

りますが、年に１～２回程度の塗布が必要になります。

　ホーム・ケアの基本は、正しいブラッシングです。歯

を磨く目的は、汚れ（歯垢）を除去して細菌の増殖を抑

えることにあります。汚れの付きやすい場所は、歯と歯

の間、歯と歯肉の境目、前歯の裏側、奥歯の溝など、だ

いたい決まっていますが、人によっても異なります。ま

た長年のクセで、磨き残しの部分がある場合も考えられ

ますので、磨き方を見なおす必要もあるかもしれません。

「ちゃんと歯磨きをしている」とおっしゃる患者さまで

も、お口の中を拝見すると磨き残しや、よく磨かれてい

ない部分が見当たります。

　当院では歯科衛生士が歯の生え方や噛み合わせ、年齢

などを考慮し、患者さま一人ひとりに合ったブラッシン

グ指導を心がけています。

■ブリッジや修復歯のある方のブラッシング
　口の中をよく観察すると、歯は整然と並んでいるわけ

ではなく、でこぼこがあったり溝があったりと「複雑」

なカタチをしています。加えてブリッジや修復歯がある

場合は、汚れの付着しやすい部位が増え、歯ブラシ一本

ですべての汚れをとることは難しくなります。

　ブリッジの場合には、ブリッジを支える両脇の歯の隙

間とブリッジの下側を、かぶせ物のある修復歯では、歯

茎との境界部をしっかり清掃することが必要です。普通

の歯ブラシに加えて、歯間ブラシやフロスを使うことを

おすすめします。

　当院では、ブラッシングやフロスの使い方のアドバイ

スもいたしております。ご気軽に声をおかけください。

　歯垢は、歯の表面に付着する、白色または黄白色のネ

バネバした物質で、「プラーク」とも呼ばれます。

　私たちの口には外界から常に細菌が入ってきています。

多くの菌は唾液で流されますが、唾液の流れが悪い場所は

細菌の温床になります。中でも、むし歯の原因菌の「ミュー

タンス菌」は、食品中の糖を原料にネバネバした物質を

つくり歯の表面や歯肉の溝に付着し、様々な菌を取り込

んで増殖します。これが歯垢で、歯垢が固まってしまっ

たものが歯石です。歯垢の中の細菌や細菌が作る乳酸や

酵素などが、むし歯や歯肉炎（歯周病）を引き起こす原

因となるのです。

　一度歯石になってしまうとブラッシングで取ることが

できず、歯科医院で取り除いてもらうしかありません。

歯垢
と
歯石

■虫歯の成り立ちと食事回数の影響

■歯ブラシの選び方

当院のホームページをご覧ください
予防・メインテナンスのページには、ホーム・ケアに役立つ情報を掲載しています。

http://www.masaka-dental.com

■歯ブラシの正しい持ち方

■基本的なブラッシング

■歯磨剤について

■歯間ブラシの使い方
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フッ素塗布 
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ホーム・ケアのご指導

現在当院では、メインテナンスご希望の患者さまが多く、患者さまのご希望に添って予約を取れない場合がありま

すことを慎んでお詫び申しあげます。

■インプラントの手入れ
　インプラントも天然歯と同じように日頃のケアが大切

です。インプラントは天然歯のように虫歯になることは

ありませんが、インプラントが普及するにつれて、イン

プラント周囲炎が問題になってきています（インプラン

ト周囲炎については、ニュースレター 19 号で詳しく説

明しています）。

　インプラント周囲炎は、歯周病と似た病気で、主な原

因は歯垢です。歯垢の中で繁殖している菌によって歯ぐ

きの炎症が起こり進行していきます。インプラント周囲

炎の予防には、原因となる歯垢をブラッシングで丁寧に

取り除くこと、また定期的に歯科医院でメインテナンス

を受けることが大切です。

まいます。できれば年

に数回、歯科医院で除

去することを歯の健康

管理のためにおすすめ

いたします。

　特に４ミリ以上の歯

周ポケット（正常値は

１～３ミリ）がある方

は、歯周ポケットの奥まで歯ブラシが届かず歯垢を除去

できませんので、歯科医院で定期的にメインテナンスす

ることにより、口腔環境を良好に保つことができます。

　歯科医院では、スケーラーという専用の器具を使って

歯石やプラーク（歯垢）を除去します。歯垢や歯石の

沈着状況や場所に応じて、手用スケーラーと超音波ス

ケーラーを使い分けます。「歯石取りは痛い」とよく言

われますが、超音波スケーラーは、超音波による微振

動で歯石を粉々に分解す

るもので、少ない痛みで

歯石を除去することがで

きます。歯根面にざらつ

きが残る場合は、ルート

プレーニングという仕上

げが必要な場合がありま

す。これは、歯根部をな

めらかにし歯垢の付着を

抑える効果があります。
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エアフロー

　エアフローは、超微細

な専用パウダーと水を高

圧エアでスプレー洗浄す

る歯面清掃です。歯の表

面についたコーヒーやお

茶などに含まれる色素

や、人によってはタバコのヤニなどの汚れを、歯の表面

を傷つけることなく短時間で落とします。

　専用パウダーの成分は、重曹（炭酸水素ナトリウム）

やグリシン ( アミノ酸の一種で食品添加物としても使わ

れている ) なので、お体にまったく害はありません。

　エアフローは、入れ歯やかぶせ物のある方、インプラ

ントにも適用できます。

　口腔内の健康を守るためには、ご自分でできるホーム・ケアをしっかり行いながら、定期的

に歯科医院でのメインテナンスを受けることが大切です。

　むし歯や歯周病の発症は歯垢が原因で、適切なケアと生活習慣の改善によって予防できる「生

活習慣病」としての性格を有しています。したがって、予防のために重要な役割を果たすのが、

正しい口腔清掃や食生活への配慮などの自己管理なのです。

　ここでは、すぐに役立つホーム・ケアのヒントを簡單に紹介します。詳しくは当院の歯科衛

生士にお気軽にご質問、ご相談ください。

　歯の健康に関する調査（平成 23 年）によると、80 歳で 20 本以上の自分の歯を有している方の割合は 38.3％で、

この割合は年々増加の傾向にあります。これは、歯科医療の進歩や歯周病対策・予防、健康意識の向上などが

よい影響を与えていると考えられます。

　しかし一方で、歯を失う本数は減ってきてはいるものの、年齢を重ねるごとに増え続けています（グラフ参

照）。歯を失う原因は、むし歯と歯周病が大きな割合を占めていますが、成人を対象に行った研究（注１）では、定

期的な歯石の除去や歯面清掃および定期的な健診

による早期治療が歯の喪失防止に重要であること

が示されています。また、長期にわたる歯科健診

調査の分析報告書（注２）によれば、5年間の観察で定

期的に歯石の除去などを受けたグループの 1人平

均喪失歯数は 0.37 本であったのに対し、受けなかっ

たグループの喪失歯数は 1.39 本であったと報告さ

れています。これらの調査・研究からも、メイン

テナンスの大切さが実証されています。

年齢 本数

40 ～ 44 27.8

45 ～ 49 27.1

50 ～ 54 25.9

55 ～ 59 24.4

60 ～ 64 22.5

65 ～ 69 21.2

70 ～ 74 17.3

75 ～ 79 15.6

80 ～ 84 12.2

85 ～ 8.4

（注１・２）「健康日本 21」より「歯の健康」の記事を参考にしています。／上記のグラフ、表の数値は、厚生労働省「平成 23 年歯科疾患実態調査」より転載しています。
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▼一人平均喪失歯の年次推移 ▼一人平均現在歯数

▲歯周ポケットの深さを測るプロービン
グ。歯茎の健康をチェックします。

ホーム・ケア
の

ヒント


