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はじめに

東京歯科大学同窓会では同窓生をはじめとする歯

科医療従事者の生涯研修の目的でセミナーを継続し

て行っている。２００７年度には「総合治療 必要な技

術とライフステージに対応した歯科医療へ」を主題

として７コースのセミナーを企画した。その一つと

して「はみがきの常識・非常識」と題した実習つき

セミナーを２００７年４月１日の東京歯科大学水道橋病

院血脇記念ホールにて開催した。そこで本稿では，

セミナーの主な内容と実施された「ビデオテープ法

によるステイン除去モデルを用いた実習」について

紹介する。

セミナーの企画主旨

齲蝕や歯周病の発症や進行は日常生活と密接に関

係し，その経過が極めて長い。そのため，日常生活

行動に対する保健指導の成果は歯科疾患の予防だけ

でなく，治療経過にも大きく影響する。しかしなが

ら，保健指導の成果の大部分は患者の日常生活への

負荷を伴った行動変容に依存せざるを得ないのが現

状である。そのため，日常臨床において「ブラッシ

ング指導を繰り返しても十分なブラッシングが定着

しない」「定期健診に応じてくれない」などといっ

たことが原因で，十分な治療効果が得られないこと

を経験することも少なくない。

一方で，臨床現場では，個々にあった道具の選択

や多様性に対応した指導が求められているにもかか

わらず，小さく，シンプルな歯ブラシを使用し，小

刻みに動かし，時間をかけて歯みがきをすることが

画一的に推奨されている傾向がある。

そこで，本セミナーでは，これまでの行動科学的

知見を活用するとともに，患者とのコミュニュケー

ションツールとしてのセルフケア用具の機能と特徴

を理解することによって，個々の患者に適した歯ブ

ラシや歯磨剤を選択するなど，患者支援のための保

健指導の幅を広げることを目的とした。

セミナーの主な内容

１）講演内容

歯みがきの日常性 高柳篤史（同窓会学術部委員）

歯ブラシの特性 松本 仁

（サンスター㈱ 主任研究員）

歯磨剤の機能 小林利彰

（ライオン㈱ 主任研究員）

フッ素の機能と有効利用 山岸 敦

（花王㈱ 主任研究員）

歯みがき行動と保健指導 黒川亜紀子

キーワード：卒後研修，歯みがき，歯ブラシ，歯磨剤
埼玉県
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高柳歯科医院 高柳篤史

Atsushi TAKAYANAGI : TDC Post-graduate Study Semi-
nar 2007. Necessary skills in and responsiveness of treat-
ment in general dental practice. Preventive dentistry.
Common sense and beyond in brushing : a scientific ap-
proach to successful brushing.（Saitama Prefecture）

TDC卒後研修セミナーレポート

ＴＤＣ卒後研修セミナー２００７
「総合治療 必要な技術と個の多様性に対応した歯科医療へ」

予防編「はみがきの常識・非常識」

―科学的視点で考える，歯みがき成功へのアプローチ―

高柳篤史

６６５

― 1 ―



（ライオン歯科衛生研究所 主任歯科衛生士）

小児のブラッシング指導 臨床の実際

浜野美幸（同窓会学術部委員）

口の中には歯みがき情報がいっぱい�
三上直一郎（東京都・開業）

２）実習内容

ビデオテープ法１）２）によるステイン除去モデルを用

いた歯ブラシと歯磨剤の相互作用

歯間隙間モデルを用いた歯ブラシの毛先到達性

フッ化物によるアパタイトの耐酸性向上

研磨剤，発泡剤，香料などの歯磨剤の基本成分の

一部が含まれていない歯磨剤の体験

ビデオテープ法による
ステイン除去モデルを用いた実習

１）実習の目的

多様な歯磨剤が市販されているが，保健指導を効

果的に行うための，それらの機能性について情報が

十分に普及していないのが実状である。そこで，簡

便かつ低コストの方法で歯磨剤の着色除去能や歯ブ

ラシとの相互作用の評価モデルを体験することによ

り，それらの機能特性の理解を深めることを目的と

した。

２）実習の原理

ビデオテープは透明フィルムベースに黒色磁性粉

が均一に塗布されており，この膜の付着強度が歯に

付着する着色汚れと近い（図１）。そのため，短く

切ったビデオテープをプラスチック板に貼り，これ

に歯磨剤と歯ブラシを用いて擦ると，徐々に磁性粉

が取れてくる。この磁性粉が剥がれ落ちる様子を観

察することにより，歯磨剤と歯ブラシの相互作用に

よる着色汚れの除去特性を知ることができる。

３）実習器材の製作

家庭用ビデオテープを準備する。この際，大手

メーカーのビデオテープには磁性粉がはがれにくい

ように特殊コーティングされているものがあり，そ

のような磁性テープは本実習には適さないので，百

円程度で購入できる安価なものを使用する。まず，

ビデオテープ裏面のネジをすべてはずし，丸い部品

に巻かれた磁性テープを取り出す（図２）。磁性テー

プは巻いてある外側が磁性粉の層（表）であり，表裏

を間違えないように確認をする（図３）。Ｂ５版程度

のプラスチック板に幅１０～１２mm の両面テープを用

いて磁性テープを７cm 程度の長さに磁性層が上に

なるように貼り付ける（図４）。この際，誤って，磁

性層をプラスチック面にあわせて貼ってしまうと，

上から歯ブラシで擦っても，まったく，磁性粉は剥

図１ ビデオテープの構造

図２ 家庭用ビデオテープのから磁性テープを取り出す
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がれないので特に貼り付ける時には間違えないよう

に注意する。同様にして１枚のプラスチック板に複

数枚を並べて貼る（図５）。なお，今回の実習では，

厚さ１．４mm の PP（ポリプロピレン）板をカッターで

切り分けして使用したが，下敷きなどを使用しても

構わない。

４）実習の手順

磁性テープの中央に１～２グラム程度の歯磨剤を

のせ，２００グラム程度の力で４０回を目安に擦る（図

６）。ブラシングが進むにつれ，黒い磁性粉がはが

れ，少しずつ下地が見えてくる。回数は磁性粉の取

れ具合により加減し，擦った後は歯磨剤と剥がれた

磁性粉をちり紙でふき取り，歯ブラシに付着した磁

性粉の量やビデオテープの磁性粉の剥げ方を観察す

る（図７）。他の部分のビデオテープを使用して行う

図３ 磁性テープの表面を確認

図４ 磁性テープを両面テープでプラスチック板に貼る

図５ 磁気テープを複数枚並べて貼る 図６ 歯ブラシで４０回擦る
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時には，新しい歯ブラシを使用する。

① 歯磨剤の評価

評価したい歯磨剤の数だけ同じ種類の歯ブラシを

準備する。それぞれの歯磨剤をビデオテープにの

せ，１つずつ各４０回擦る。擦るのは同一の人が同じ

磨き方でできるだけ同じ力になるように行う（図

８）。４０回のブラッシングで差が観察されない場合

は，さらに，２０回ずつブラッシング回数を追加す

る。ブラッシングするときの感触や音も歯磨剤に

よって異なるので，そのような点にも注目するよう

にすると一層興味深いものになる。終了後，歯磨剤

と剥がれた磁性粉をふき取り，剥げ方を比較する。

歯磨剤によって，磁性粉が剥げ易いものとそうで

ないものがあることが確認できるが，どちらかの歯

磨剤がすぐれているというものではなく，使用する

人の目的や口腔内状況に合ったものを選択すること

が重要である。タバコのヤニや茶しぶ汚れなどが気

になる場合には着色除去効果の高い歯磨剤を選択

し，ブラッシング圧が高く，露出根面などの磨耗が

気になる場合には着色除去効果を抑えた歯磨剤を選

択するなどの配慮が必要である。

② 歯ブラシの評価

基本的には歯磨剤の評価を行う場合と同様に行

う。同じ歯磨剤をビデオテープにつけ，違った種類

の歯ブラシでブラッシングを行う（図９）。この際に

使用する歯磨剤は，着色除去効果が低いものを使用

すると歯ブラシの性能の差がわかりにくくなるた

め，タバコのヤニなどによる着色除去効果の高いも

のを使用するとよい。

同じハミガキ剤を使っても歯ブラシによりビデオ

テープの剥げ方に大きな差が認められることが観察

できる。そして，着色除去効果の高い歯磨剤を使用

しても，歯ブラシとの組み合わせ方によっては十分

にその効果が発揮できない場合があることを体験す

ることができる。

そのため，歯磨剤と歯ブラシは適切な組み合わせ

で使用することが大切である。また，ブラッシング

力が強いなどの理由で歯や歯肉が痛んでいる場合に

は，歯や歯肉に負荷の少ない歯ブラシを選択するこ

図９ 歯ブラシの評価（同一の歯磨剤を用いる）図７ 磁性粉の剥げ方を観察する

図８ 歯磨剤の評価（同一の歯ブラシを用いる）
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とができる一方で，そのような歯ブラシは，歯垢を

取り除く効果やマッサージ効果も低下してしまう欠

点があるなど，特性を十分に理解したうえで患者に

最も適した歯ブラシの選択をする必要がある。

まとめ

受講生の受講後のアンケート調査結果では，大部

分の受講生が受講後のアンケートで，「歯ブラシや

歯磨剤についてよくわかり，有意義であった」と回

答しており，一定の成果を得ることができたと考え

ている。

この実習の利点は歯磨剤や歯ブラシの特性をわか

りやすく伝えることができることにあるが，これら

の情報を歯科医院内での患者とのコミュニュケー

ションに有効に活用するとともに，日常のセルフケ

アに関心を高めることが国民の QOL の向上に繋が

るものと期待される。
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