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日常のブラッシング行動は歯科疾患の予防と密接

に関係するだけでなく，歯科疾患の治療や治療後の

経過にも大きく影響する。そのため，歯科臨床にお

いてブラッシング指導は重要である。しかしなが

ら，ブラッシング指導による成果は患者への日常生

活への負荷をともなった行動変容とブラッシング技

術の向上にその大部分を依存せざるを得ない。

視覚的に確認しにくい自分自身の口腔内におい

て，３次元的に複雑な形態の歯面を大部分を手指の

感覚等に頼って行うブラッシング技術の習得はけっ

して容易なものではない。

一方，多種多様な歯ブラシが市販されているにも

かかわらず，一般歯科臨床におけるブラッシング指

導では，シンプルでコンパクトな歯ブラシが画一的

に選択されている傾向がある。

そこで，多様な歯ブラシの特徴を理解することに

よって，それぞれの歯ブラシの特徴に合わせたブ

ラッシング法を指導するとともに，患者のブラッシ

ング指導の受容性や，患者のブラッシング法の現状

に合わせた歯ブラシを選択するなど，指導の幅を広

げる必要がある。

ブラッシング指導とその受容性

一般成人のブラッシング指導の日常生活への受容

状況を調べる目的で一般成人女性１５０名のボラン

ティアを募集し，はみがき行動に関する調査を行っ

ているので紹介する１）。ボランティアの約６割が「こ

れまでに歯科医院でブラッシング指導を受けたこと

がある」と回答した。その代表的な指導内容は「歯

と歯肉の間にハブラシの毛先を軽く当て，小刻みに

動かす」というものであった。その内，「指導内容

を忠実に守ってブラッシングをしている」と答えた

のは約３割であった。さらに，それらのボランティ

アの実際のブラッシング法を調べると，ブラッシン

グ指導を受けていない人と比べて，ややブラッシン

グ時間が長い（約２分）ものの，ブラッシング圧や振

幅に差が認められず，ブラッシング後のQuigley

and Heinの Plaque Index（QHI）による磨き残しの

評価でも有意差は認められなかった。

この結果からすると，ブラッシング指導を行い，

たとえ一時的にブラッシング行動に変化が生じたと

しても，それが日常生活への定着に至らず，生活習

慣の変容は難しいことも多いと考えられる。とく

に，口腔疾患の予防においては保健指導の内容は日

常生活で遵守するにあたって負担がないか，あるい

は軽微でなければなかなか受容されにくい。日常臨

床においても，実際に歯科医院を受診する時だけき

ちんと時間をかけてブラッシングをしてくる患者

や，定期検診で全く元の状態に戻ってしまう患者な

ど，歯科保健指導の難しさを経験することも多い。

「ブラッシング時間を長くする」など，高いスキ

ルを要する行動でなくても，日常生活習慣を変容さ

せることは，極めて難しいことだということを理解

した上で，患者の立場や生活習慣を考慮した適切な

道具を選択するとともに，粘り強い保健指導をおこ

なっていく必要性を示している。
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シンプルでコンパクトな歯ブラシの特徴

シンプルでコンパクトな歯ブラシは口腔内で取り

扱い易く，歯面と毛先の角度などが確認しやすいこ

とから，一般歯科診療でのブラッシング指導に最も

多く利用されている。この種の歯ブラシはヘッドの

「つま先」「脇」「かかと」などを使うことにより，

齲蝕や歯周病予防にとって重要な細部まで毛先を到

達させることができ，ブラッシング技術を習得した

患者にとっては極めて有効な形状である（図１～

３）。

一方，毛先が平らに切りそろえられた歯ブラシは

歯列に対し垂直にあてただけでは歯間や歯頸部に毛

先が届きにくいので，歯面にあわせた角度付けが特

に重要となる。

さらに，患者が日常使用している歯ブラシより小

さめに変更したときは，ブラッシング力に対する注

意が必要である。ヘッドの小さい歯ブラシは，単位

面積あたりにかかる力（ブラッシング圧）が高くなり

やすい。特に，「つま先」「脇」「かかと」など歯ブ

ラシのヘッドの一部を使用する際には同じ力をかけ

て磨くと，単位面積にかかる力は歯ブラシのヘッド

全体を使用して磨く際の数倍になり，ブラッシング

の刷掃効果が低下するだけでなく，歯肉などに為害

作用を及ぼす可能性がある。逆に，「つま先」や「か

かと」など植毛部の一部を使用して弱い力でブラッ

シングするように指導した患者が，植毛部の一部を

使用したブラッシング法が習得できないまま弱いブ

ラッシング圧でブラッシングを続けると，刷掃効率

が著しく低下するだけでなく毛先の歯間部等への到

達性も悪化することもある。このように，ブラッシ

ング指導したことによってかえって患者の利益をそ

こなう結果にもなりかねないので，患者の保健指導

の受容状況に合わせた指導や道具の選択が重要であ

る。

ブラッシング技術を補うための歯ブラシの形状

歯面にあわせた毛先の角度付けなどが十分にでき

ない場合には，患者のブラッシング技術や指導の受

容性にあった歯ブラシを選択することも有用であ

る。道具にあわせたブラッシング法を指導するだけ

でなく，患者がすでに行っている歯磨き習慣や歯磨

き方法にあった歯ブラシを選択することも，ブラッ

シング指導の有用な手段となる。そのためには，多

種多様な機能性歯ブラシの特徴を十分に理解する必

要がある。

１）刷掃効率を重視したもの

歯垢除去効率は歯ブラシの毛先が歯面に対し９０度

図１ 「つま先」みがき

図２ 「脇」みがき 図３ 「かかと」みがき
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で最大となる。そのため，刷掃効率を重視した歯ブ

ラシは３次元的の複雑な形状である歯面に対し，ど

の角度で歯ブラシを当てても刷掃効率が高くなるよ

うに，様々な角度で植毛されている。刷掃効率を高

めるため，毛はやや硬めで，頭部全体もやや大きめ

に設計されているものが多い。

毛が硬いと，刷掃効率が高くなる反面，歯面の最

大膨隆部などに応力が集中しやすいため，過大なブ

ラッシング圧で刷掃した際にはその為害性が生じや

すくなるので注意が必要である。歯ブラシのヘッド

の長径が長くなると，口腔内での取り回しがやや悪

くなるが，大臼歯部頬側部は，歯ブラシの「つま

先」付近を使用して磨くので，この部位への到達性

はあまり低下しない。図４に示した歯ブラシは，米

国で広く普及している歯ブラシで，国内の代表的な

歯ブラシと比較してもかなり大きい。頭部のつま先

にある少し長めの毛束は咬合面の小溝裂溝部の刷掃

効率を向上させるための構造である。この歯ブラシ

の歯垢除去効果や歯肉炎予防効果は，RCTによる

臨床研究２）で一般的な構造を持つ歯ブラシに対して

その有用性が証明されている。

この種の歯ブラシは，ブラッシングに時間をかけ

ることが受容できない患者に適している。

２）歯間部の刷掃性やフッ化物の送達（LFD）を重

視したもの

ブラッシングの重要な役割の一つに歯磨剤に含ま

れるフッ化物を歯間部などの齲蝕好発部位へ効率よ

く送達（LFD: Local Fluoride Delivery）させること

がある。歯間などの齲蝕好発部位は毛先が届きにく

い部位であることから，歯ブラシと歯磨剤の相互作

用によるフッ化物の局所への送達（LFD）は齲蝕予

防に極めて重要な要素である３）（図５）。歯ブラシの

頭部を凸型にすることや先細加工を行うことによ

り，横みがきでの歯間部への到達性が高くなる４）５）。

また，これらの歯ブラシは凸部に複数の太さと長さ

の毛を組み合わせて使用することにより，刷掃効率

がさらに高くなるように設計されているものも市販

されている（図６）。特に，小刻みなブラッシングス

トロークが定着できずにブラッシングストロークが

大きく，歯間部の刷掃が苦手な患者に適している。

著者自身も現在はこの歯ブラシを日常的に使用して

いる。

３）歯間や歯頸の細部への到達性を重視したもの

歯間や歯頸などの細部の歯垢が特に齲蝕や歯周疾

患の原因となることから，歯ブラシの毛先がそれら

の部位へ到達することを重視した設計になっている

機能性歯ブラシがある。歯ブラシ全体の毛を細く，

やや長めに植毛することで，歯間や歯頸の細部への

到達性が向上する（図７）。毛が細くやわらかい歯ブ

ラシはブラッシングストロークが小さいと歯ブラシ

を動かしても毛先がずれず，歯垢がおちにくくなる

ことがあるので，ブラッシングストロークに対する

図５ 歯ブラシと歯磨剤の相互作用によるフッ化物の局所
への送達３）

（LFD : Local fluoride delivery）

図４ 刷掃効率を重視した歯ブラシ（下）とコンパクトな歯
ブラシ（上）

図６ 歯間部の清掃効果を重視した歯ブラシ
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注意が必要である。

細い毛は太い毛に比べて，細部への到達性が向上

する反面，刷掃効率は低下し，至適過重も小さいの

で，弱いブラッシング圧で，じっくりと時間をかけ

てブラッシングする患者に推奨される。

４）歯肉マッサージを重視したもの

歯周疾患の予防やコントロールには，歯頸部のプ

ラークコントロールだけでなく，歯肉のマッサージ

による微小循環の改善が重要であり，ブラッシング

の目的の一つに歯肉マッサージが挙げられる。植毛

部の幅の狭い歯ブラシは，歯頸部などをねらって刷

掃する場合に，とてもねらいやすい反面，歯頸部を

意識したブラッシングができない患者では，通常の

ストロークでは歯頸部まで毛先が届かずに，歯頸部

の清掃や歯肉マッサージ効果が不充分になりやすく

なる。そのため，歯肉マッサージに重点を置いた歯

ブラシの中には，通常の横磨きや描円での歯みがき

でも歯肉マッサージ効果が得られるように脇の植毛

をやや外向きに設計してあるものがある（図８）。

歯肉マッサージは遊離歯肉だけでなく，付着歯肉

まで行なうことによって，微小循環の改善効果が高

いことが報告６）されている。しかしながら，歯ブラ

シの毛先が歯肉に強く当たると，歯肉を傷つけた

り，場合によっては歯肉退縮を引き起こす可能性が

あるので，毛先はしっかりと，ラウンドかテーパー

に加工されている必要がある。また，歯肉への当た

りをやわらかくするために，辺縁部の毛は中央部に

比べて細いものを使用することや，ゴム質のものを

使用することによって，歯肉へのあたりをやさしく

しているものも市販されている（図９）。

この種の歯ブラシは，通常の横磨きや描円での歯

みがきでも歯肉マッサージ効果が得られることか

ら，歯肉の微小循環の改善を図りたい患者のうち，

バス法などの比較的高い技術を要するブラッシング

法の習得が困難なケースに適している。

電動歯ブラシ

電動歯ブラシの普及率も序々に高くなり，その選

択について，実際に患者からの相談も増加してい

る。電動歯ブラシの機能自体も近年になって急速に

向上し，振動タイプのもの，回転タイプのもの，音

波タイプのものなど，その動きも多岐にわたってい

る。コクランレビュー等でもその効果が確認されて

いるものも一部ある。正しい使い方をすることに

よって，手用歯ブラシ以上に効率的な歯垢清掃が可

能である。

図８ 歯肉マッサージを重視した歯ブラシ
（脇の部分がやや外向きに植毛してある）図７ 細部への到達性を重視した歯ブラシ

図９ 「脇」にゴムを使用した歯ブラシ

高柳：歯ブラシの機能と選択６６

― 4 ―



しかしながら，電動歯ブラシの機能を過信するの

も禁物である。歯ブラシを箒に例えるならば，電動

歯ブラシは掃除機ではなく，電動箒に相当すると例

えられるように，電動歯ブラシであっても，毛先が

あたっていないところの歯垢を十分に除去すること

はできないので，手用歯ブラシと同様に，ブラシの

歯面への当て方が極めて重要である。

音波を利用した電動歯ブラシの中には，in vitro

での実験結果から毛先の届かない部位にも効果があ

ることを報告しているものもあるが，実際の口腔環

境で同様の効果が得られ，毛先の届かない部位に有

効に作用しているかどうかを臨床で確認していく必

要がある。

電動歯ブラシは動きが速く，特にヘッドが小さい

ものでは，過剰な力が加わりやすい場合もあり，

誤ったブラッシングを続けると，手用歯ブラシ以上

にその為害性が短期間で生じる可能性がある。した

がって，電動歯ブラシを使用している患者では手用

歯ブラシを使用している患者以上にブラッシングの

チェックをまめに行う必要がある。

歯ブラシの選択

患者にとって，最適な歯ブラシを選択するために

は，まず，患者の口腔内を観察し，歯垢や歯肉炎状

態のみならず，患者自身が日常行っているブラッシ

ングの問題点などを把握することが必要である。口

腔内だけでなく，普段使用している歯ブラシの広が

り方などの履歴を観察することによっても，ブラッ

シング習慣に関する多くの情報を得ることができ

る。また，使用する歯ブラシ等の道具の特長を十分

に理解するとともに，行動科学をふまえた保健指導

を行っていくことが大切である。

さらには，口腔内写真等の臨床記録をもとに，病

状や口腔内環境の変化や保健指導の受容性を考慮し

ながら，定期的に指導方法を再評価するなどした上

で，臨床経過にあわせて歯ブラシを選択しブラッシ

ング指導をしていくことが求められる。
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