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歯科衛生士が、伝える!
・

「お口のお掃除の仕方」
令和４年度 熊本県障がい児（者）口腔ケア事業

令和４年１２月１４日（水）
熊本県歯科医師会口腔保健センター
主任歯科衛生士 日永 智子

自己紹介
熊本県歯科医師会
口腔保健センター

障がい者歯科に特化した診療所

診療日
火・木・土
診療時間
１０:００～１７:００
（受け付けは１６:００まで）

住所:熊本県熊本市中央区坪井２－３－６
電話番号:０９６－３４３－４３８２

予防の重要性
２大歯科疾患の原因となるのは?

プラーク
（細菌の塊）

むし歯（う蝕） 歯周病

２大歯科疾患

予防の重要性
２大歯科疾患の原因となるのは?
プラーク 歯石
（細菌の塊）

むし歯（う蝕） 歯周病

２大歯科疾患
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予防の重要性

プラーク 歯石
（細菌の塊）

プラークは、歯みがきで
落とすことができます!
しかし、歯石になってしまうと歯磨きでは
落とすことができません!
歯医者さんへ行き、歯石とりをしましょう。

歯石になる前に歯みがきで歯垢を
落としましょう!
歯みがきが、むし歯と歯周病の予防に
つながるといえます!

歯みがきは
毎日の事

歯みがきは毎日の事です。
「歯みがき」への疑問の解決と
楽しくなる「コツ」をお伝えして
いきます!

HAPPY

研修内容
１、歯みがきを嫌がる要因
２、歯ブラシについて
３、歯みがきのワンポイントアドバイス
４、はみがき粉について
５、うがいの練習について

歯みがきを
いやがる要因

どうして歯みがきを
いやがるのでしょうか?

★原因となる事を
考えてみましょう!
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歯みがきを
いやがる要因

１、歯や口の問題
２、みがき方
３、生理的問題
４、ライフステージ
５、心理的拒否
６、かかわり方

歯みがきを
いやがる要因

歯周病むし歯（う蝕） むし歯や、歯周病によるはぐきの腫れが
あったら歯科医院へいき治療をしましょう。

治療までの間はむし歯は
冷たい水がしみる事がありますので
ぬるま湯を使って歯みがきをしましょう!

はぐきが腫れているときは
やわらかめの歯ぶらしを使いましょう!

むし歯や歯ぐきの腫れ
がある場合

１、歯や口の問題

歯みがきを
いやがる要因

口内炎の所を、指の腹で保護しながら
磨きましょう。

舌にある場合は指は使わず、歯ブラシが
当たらないように注意しながら
磨いてください。

また、刺激の強いはみがき粉
（ミントが利いたものや、ツブツブの
入ったもの）は口内炎にしみますので
使用を控えましょう。

口内炎がある場合

１、歯や口の問題 歯みがきを
いやがる要因 歯と歯の間にものが

つまってる場合
ものがつまったままになっていると
痛みの原因になります。

歯間ブラシや、フロスを使って
取り除きましょう。

いつも、つまっているとむし歯の原因に
なります。
歯科医院へ行き、相談してみるのもいい
でしょう。

１、歯や口の問題
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歯みがきをい
やがる要因 ２、みがき方

→ゴシゴシ強く磨いていませんか?
歯ブラシの毛先が磨く力によって
曲がっていたら力の入れすぎです。

歯みがきをい
やがる要因 ３、生理的問題

→眠い時や、空腹時、体調不良は
ありませんか?

歯みがきをい
やがる要因 ３、ライフステージ

→自我の芽生えや、思春期等

歯みがきをい
やがる要因 ３、心理的拒否

→歯みがきに嫌な思い出が
ありませんか?

嫌な思い出のイメージを消していく事が
必要です!
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歯みがきをい
やがる要因 ６、かかわり方

→怒ってしまっていませんか?
→黙って、磨いていませんか?

かかわり方
歯ブラシを見せて心の準備をしましょう

どこから磨くか声掛けする

笑顔で＾＾
時間がとれるときにゆっくりと

ほめながら!
我慢の目安・終わりの見通し

１０数える
歌をうたう
タイマーをかける
音楽をかける

歯みがきは、気持ちがよくて楽しい!!!!

研修内容
１、歯みがきを嫌がる要因
２、歯ブラシについて
３、歯みがきのワンポイントアドバイス
４、はみがき粉について
５、うがいの練習について

歯ブラシ選び方
お口の中に合った
歯ブラシを選ぶことが
大切です!

歯ブラシの特性を学んでみよう!
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歯ブラシ選び方 １、ヘッドの大きさ
大きいと歯面に当てやすい

小さいと細部が磨きやすい

歯ブラシ選び方 ２、毛の硬さ
柔らかい→歯ぐきに優しい

硬い →清掃効果は高い

歯ブラシ選び方 ３、毛の密度
密になると清掃効果は高くなる

歯ブラシ選び方 ４、こどもの場合
（お口の小さい人の場合）

本人磨きの際は、握りやすいように
柄は太いものをえらびましょう
また、ヘッドは小さいものが
磨きやすいです!
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歯ブラシの選び方のまとめ１
お口の中に合った歯ブラシを選ぶことが大切です!

目的を考えましょう!

→ヘッドが大きいものを選び、
短時間で汚れを落とそう!

→毛の硬さは、普通がおすすめ!

むし歯がある、歯垢を落としたい

→歯とはぐきの境目に特に注意が必要です!
→歯ブラシを動かす幅はできるだけ小さく
→毛の硬さは、柔らかめを選びましょう!
はぐきの炎症がおさまれば硬さはふつうに戻しましょう

はぐきが腫れている!

歯ブラシの選び方のまとめ２
お口の中に合った歯ブラシを選ぶことが大切です!

目的を考えましょう!

歯ブラシ以外の
補助的な道具

歯ブラシ以外の補助的な
歯磨きの道具について
名称と簡単な使い方について

ワンタフトブラシ
歯間ブラシ
デンタルフロス
スポンジブラシ

歯ブラシ以外の
補助的な道具

ワンタフトブラシ
通常の歯ブラシでは届きづらい歯の隙間や、
一番奥の歯の後ろ側、またベロがあって磨き
づらい場所を磨くのに適しています。
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歯ブラシ以外の
補助的な道具

歯間ブラシ

歯ブラシの毛先が届かない歯と歯
の間の汚れを落とします

歯ブラシ以外の
補助的な道具

フロス

歯と歯の接した面など、
すき間の狭い部分に使いましょう

歯ブラシ以外の
補助的な道具

スポンジブラシ

舌の汚れや食物残渣の除去
うがいができない方の歯みがきの
後のふき取り

歯ブラシの
取り扱い

歯ブラシの熱湯消毒はしない
歯磨きの後は、はみがき粉や食べ物のカスが
ハブラシの毛の根元に残ってしまうと
そこから雑菌が繁殖して不潔になります。
十分に洗い流して、水をよく切りましょう。
そして、風通しの良い所に保管してください。

曲
が
っ
て
る
!
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歯ブラシの
取り扱い

最近は、歯ブラシの毛の部分に抗菌コートがしてある歯ブラシもあります。

食べ物のカスがどうしても取れないときは、
洗面台のふちに歯ブラシの毛先を下に向けて
トントンしてみましょう!

感染予防対策を考え飛沫が
飛び散らないよう気を付けてく
ださい。
また、歯ブラシを洗った後の
洗面台も清潔に保ちましょう!

歯ブラシの
交換時期

毛先が広がっているものは、交換しましょう。

歯ブラシを後ろから見て、毛がはみ出ているようなら
交換時期です!

毛先が広がっていると
清掃効果が落ちてしま
います

歯ブラシの
交換時期

使っているうちに、歯ブラシの毛先が
広がらなくても、毛先は摩耗し、
清掃効果は落ちてしまいます。
１ヶ月を目安に取り換えてください。

施設のみなさんや、ご家族みなさんの
「毎月〇日」と、歯ブラシの交換の日を
決めると、忘れずに交換できますよ!

研修内容
１、歯みがきを嫌がる要因
２、歯ブラシについて
３、歯みがきのワンポイントアドバイス
４、はみがき粉について
５、うがいの練習について
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スライドだと、伝わりにくいので
動画撮影しましたので
ご覧ください。

動画撮影初心者なので、
少し見づらい所があるかもしれま
せん。

歯みがきの
ワンポイントアドバイス!

歯みがきの
ワンポイントアドバイス!

歯みがきの
ワンポイントアドバイス!

歯みがきの
ワンポイントアドバイス!
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歯みがきの
ワンポイントアドバイス!

歯みがきの
ワンポイントアドバイス!

歯みがきの
ワンポイントアドバイス!

歯みがきの
ワンポイントアドバイス!

「感覚過敏」があると食べものを
かんだり飲み込んだりといった機能の発達にも
影響があるため、過敏性の除去を行う必要が
あります。

これを「脱感作」と言います。
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歯みがきの
ワンポイントアドバイス!

歯みがきの
ワンポイントアドバイス!

https://www.jda.or.jp/tv/99.html

どれくらい磨け
ているの? 歯垢を染め出して、確認しましょう

６月の歯と口の健康週間に合わせて、
染め出しを施設のイベント等に
組み込んでいただくといかがでしょうか。
保護者の方は、何月何日は歯みがきの日!と
カレンダーに〇を付け、染め出しを
ルーティンに入れていただくと効果があります。

研修内容
１、歯みがきを嫌がる要因
２、歯ブラシについて
３、歯みがきのワンポイントアドバイス
４、はみがき粉について
５、うがいの練習について
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はみがき粉はどんなものがいいの?

むし歯予防には、フッ素入りがいいでしょう。
フッ素は生えたての歯にも効果が高く、
仕上げ磨きの時使用すると効果的

年齢 歯の萌出～
２歳

乳幼児期
（３～５歳）

学童期
（６～１４
歳）

成人期
（１５歳～

高齢期）

フッ素の
濃度

500ppm 500ppm 1000ppm 1000ppm~
1500ppm

使用量 切った爪程
の少量

5ｍｍ程度 1ｃｍ程度 2ｃｍ程度

はみがき粉について

日本口腔衛生学会:フッ化物配合歯磨剤に関する考え方

位置づけ 積極的な予防剤
むし歯予防効果 歯ブラシとフッ化物配合歯磨剤
開始時期 乳歯の萌出直後
使用年齢 生涯にわたって
応用量・濃度 0歳児から成人まで年齢に即した

応用量・濃度
ブラッシング後の

うがい
5～15ｍｌの水で1回のみ

フッ化物配合歯磨剤に対する考え方も、
変化しています!

日本口腔衛生学会:フッ化物配合歯磨剤に関する考え方

はみがき粉について

１，年齢に応じた量をつける
２，歯磨剤を歯面全体に広げる
３，歯を磨く
４，洗口は１回のみ（５秒程度）
５，１～２時間程度は

飲食をしないことが望ましい

※フッ化物配合歯磨剤を用いた
ブラッシング回数は、１日2～3回と
頻度が高い方がよい

はみがき粉について
Q、飲み込んでも大丈夫?
多少は飲み込んでも大丈夫

先ほど、お伝えした歯磨き粉の量を

守って使用していただけると

問題ないです。

はみがき粉について
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研修内容
１、歯みがきを嫌がる要因
２、歯ブラシについて
３、歯みがきのワンポイントアドバイス
４、はみがき粉について
５、うがいの練習について

うがいの練習

①水を口に含むことはできるか
②水をためておくことはできるか
③水を吐き出すことができるか
④声掛け、見本を見せたらできるか

まずは、本人が何ができるのかを知ろう!

①水を口に含むことはできますか?

水を口に含むことが難しい場合

上下の唇が閉じる事を練習してみましょう!

うがいの練習１ うがいの練習１

後ろから下あごを支えながら水を含ませましょう
上の唇がコップの水面に触れるように
人差し指で上の唇を押し下げながら上下の唇が閉じる事を
練習してみましょう!

うがいの練習１

53 54
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うがいの練習２

お口の中に水をためる事が難しい場合
口で呼吸をしてませんか?

鼻で呼吸ができるか確認しましょう!

鼻呼吸の訓練をします。

②水をためておくことはできるか

うがいの練習２

鼻で呼吸ができるか確認しましょう!
(鼻の前にティッシュを近づけ確認)

うがいの練習２

うがいの練習３

まずは、練習の内容を説明し介助者が本人の下あごや下唇を
介助して練習していきます。

水を吐き出すときに、「ぺー!」の声掛けをしましょう!

吐き出すタイミングを覚えてもらいます。

③水を吐き出す事ができるか

うまく吐き出せず飲んでしまう

うがいの練習２うがいの練習３

後ろ側から頭と下あごを支えながら少し前かがみで一口程度の水を
含ませ飲み込む前にすぐに顔をした向け口唇を開けながら
口の中の水を吐き出すよう誘導します。
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お口の中で水を左右に動かすことが難しい
ブクブクという動作がうまくいかない

まず対面で頬が膨らんだりしぼんだりする様子を見せましょう!

うがいの練習３
④声掛け、見本をみせたらできるか

うがいの練習３

まず対面で頬が膨らんだりしぼんだりする様子を見せましょう!
頬が動くよう声かけをしたり、頬に指をさして意識を向けてみたりを繰り返します

うがいの練習４

集中できる場所で介助者が、一連の動作を
ゆっくりわかりやすいように見せます。

④声掛け、見本をみせたらできるか

うがいの練習４

集中できる場所で介助者が、一連の動作をゆっくり
わかりやすいように見せます

うがいの練習４
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研修内容
１、歯みがきを嫌がる要因
２、歯ブラシについて
３、歯みがきのワンポイントアドバイス
４、はみがき粉について
５、うがいの練習について

Ｑ＆Ａ
子供から大人まで幅広い患者さんを
みる中で気を付けている事はありますか?

→年齢に応じたお口の中の状況に目を向ける
ことを忘れずに。
年齢というよりも、個人と向き合う事を
心がけています。
患者さんの状況や思いを一番大切にし
衛生士として何ができるのか?
という気持ちを忘れないようにしています。

Ｑ＆Ａ
意思疎通が難しい子どもと歯みがきを
するときのコツ
→意思疎通が難しい場合には、
どのような方法だとその子に伝わるのか?を考えて
います。
言葉でのコミュニケーションが難しければ、
写真、絵カードを使ってみる。
歯みがきカードによっては、情報量が多すぎるものも
あるので、色んなカードを試して本人に合ったものを
作成しましょう。

Ｑ＆Ａ
コロナ感染時の歯みがきの対応方法に
ついて教えてほしい
→マスク、フェイスシールド、防護衣、
グローブを着用しみがきましょう。
なるべく唾液が飛散しないように、
優しく丁寧に磨いてください。
うがいは、洗面台にできるだけ顔を近づけ、
飛び散らないようにしましょう
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Ｑ＆Ａ
入れ歯やはぐきで食事をされている方へ
の口腔ケアについて
（現在はマウスウォッシュのみ）

→マウスウォッシュだけでは、粘膜についた
汚れが落ちきれないので、
先程紹介したスポンジブラシの使用を
オススメします。

Ｑ＆Ａ
残っている歯が数本の方の
口腔ケアの仕方
→残っている歯が数本の場合とても歯磨きが
しづらいです。
ワンタフトブラシ等を使用し、
１本ずつ丁寧に磨いてください。

１本の歯の全周磨くように、歯ブラシの先の
角度を変えましょう!

Ｑ＆Ａ
朝、昼の歯みがきでは大丈夫だが、
夜のはみがきの時に吐いてしまう。

→朝、昼と夜の歯みがきの時の違い
吐いてしまったときと吐かない時の違い
違いを考えることで、原因探しのキッカケに
してみてください。
また、吐くのを予防するために、
歯ブラシの背の薄いものを選んでみたり、
ヘッドの小さいものを選んでみてください。

Ｑ＆Ａ
歯みがきが苦手な方への歯みがき
仕上げ磨きを嫌がられないコツ
→まずは、お口の中にむし歯や痛い所がないかの確
認
→一番のコツは、かかわり方
→歯みがきがうまくできずむし歯や歯周病が心配。
そんなときは、歯科医院へ行き
プロフェッショナルケアでカバーを!
→歯みがきが楽しいもの、気持ちがよいものに
なった時に、次のステップへと進むように
しましょう!
笑顔で楽しく歯みがきをしましょう＾＾
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口腔保健センター
での取り組み

日 月 火 水 木 金 土

午前 休 電話対応
のみ

10:00
│

12:00
休

10:00
│

12:00

電話対応
のみ

10:00
│

12:00

午後 休 電話対応
のみ

13:00
│

17:00
休

13:00
│

17:00

電話対応
のみ

13:00
│

17:00

診療日について

口腔保健センター
での取り組み

診療について
新規で予約すると、受診には
どれくらいかかりますか?

→現在、１ヶ月待ちになっております。
※救急の場合は、それに限りません。

口腔保健センター
での取り組み

診療について
受診の際に準備しておくことが
ありますか?

→完全予約制なので、まずはお電話を
今現在使われている歯ブラシ、療育手帳、
障害者手帳、お薬手帳、保険証等、
準備物は、ご予約のお電話の際にお伝えします。

口腔保健センター
での取り組み

子どもが落ち着かないのですが、
治療は可能でしょうか?

→まずは、歯科医院（口腔保健センター）に
慣れていただく事が大切です。

診療について
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近くの診療所で治療可能なところがしりたい
→熊本県歯科医師会のホームページにて検索できます。

口腔保健センター
での取り組み

何回も通院することが難しい。
集中治療とかはできますか?

→ご本人の全身状態にもよりますが、
笑気鎮静法下や、静脈内鎮静法下にて、
出来る限りまとめて治療する事が
可能となりました。

診療について

口腔保健センター
での取り組み

日 月 火 水 木 金 土

午前 休 電話対応
のみ

10:00

12:00
休

10:00

12:00

電話対応
のみ

10:00

12:00

午後 休 電話対応
のみ

13:00

17:00
休

13:00

17:00

電話対応
のみ

13:00

17:00

静脈内鎮静法について

火曜午前中に
静脈内鎮静法下にて

歯科治療をおこなっております。

また、笑気吸入鎮静法下での歯科治療も行っています!

口腔保健センター
での取り組み

静脈内鎮静法による歯科治療とは

点滴から麻酔薬を入れることでぼんやりして
リラックスした状態で歯科治療を受ける方法

静脈内鎮静法について
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口腔保健センター
での取り組み

笑気吸入鎮静法による歯科治療とは

笑気ガス吸入をすることにより
リラックスした状態で歯科治療を受ける方法

笑気吸入鎮静法について

口腔保健センター
での取り組み

笑気吸入鎮静法について

口腔保健センター
での取り組み

歯科健診について 施設へ口腔保健センターの
歯科医師、歯科衛生士が訪問して
歯科健診を行っています。

歯科健診だけでなく、歯科保健指導も
行っております。ご気軽にご相談ください!

まとめ
歯みがきは、毎日の事です。
本来、歯みがきは気持ちのよいものです。

嫌がる理由は何か?
ヒントが今回の研修会でみつかりましたか?
歯みがきをして、お口の健康が保たれれば
必然と生活の質が上がります。

一番大切なことは、継続する事です。
介助磨き、仕上げ磨きをするときも、肩の力を抜いて
楽しい歯みがきライフを送ってください。
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