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歯は削ると二度と元にはもどりません。歯が
悪くなってから来院されても、悪くなった部
分を削り落として人工の物で補うしかないの
です。ですので「歯は治療すれば治る」とい
うイメージがありますが、それは違います。
歯は一度治療を受けると右の図のように緩慢
に抜歯への道を歩むことになるのです。

歯は治療することでは治りません

初期虫歯は削らずにＰＭＴＣによる再石灰化を目指します

歯には自然治癒能力はありませんが、脱灰と呼ばれるごく初期の虫歯では、正しい
管理（フッ化物の応用等）により再石灰化とよばれる修復が起こります。３ケ月に１回
の定期健診よりフッ素やミネラル分の補給を促すことで、写真のような健康な歯を取
り戻すことができます。当院では可能な限り、削らずに再石灰化を見守っていきます。

注意 １ ムシ歯は治りません。一度治療すると
歯はドンドン悪くなっていきます。

はじめに ー みなさまにぜひ知っていただきたいこと－
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現在の日本の８０歳の平均残存歯数は何本でしょうか？なんと答えは７本です。
多くの方は熱心に歯の治療に通った結果、７本しか歯を残せてないのです。そ
れどころか８０歳で６０％くらいの方は総入れ歯になってしまいます。日本と
海外との違い海外ではどうでしょうか？アメリカでは１５．８本、スウェーデ
ンでは１９，５本の歯を残せているのです。日本では虫歯の治療に保険が適用
されるので、比較的負担も少なく気軽に治療ができます。そのため日本人の頭
の中に「歯医者は歯が痛くなったら行くところだ」という意識がついてしまっ
たのです。

予防に対する日本人の常識は世界の非常識なのです！！
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歯垢の中には

数百種類の細菌が！

注意 ２ むし歯と歯周病は感染症です

生まれたばかりの赤ちゃんの口腔内は無菌状態です。
上記のようなスキンシップでむし歯菌に感染します。

このような行為であなたの
大切なご家族も虫歯や歯周病が

感染するリスクがあります。スキンシップ
は大切ですが、「虫歯と歯周病は細菌による
感染症である」という認識を持って下さい。
定期的なメンテナンスで常に清潔なお口の

状態を保つようにするのが感染防止の近道です。
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いわゆる、八重歯（やえば）や乱杭歯（らんぐいば）のことです。

こういう歯並びの方は、歯磨きがしづらい為、虫歯や歯周病になり

やすいです。

出っ歯のことです。

上の前歯が飛び出ているために、口が閉じにくく、そのため歯ぐきが

乾いて歯周病にもなりかねません。子供の頃からの、早めの治療を

お勧めします。

受け口のことです。

軽度の場合は、抜歯をせずに簡単に治療する方法もありますが

症状の目立つ方は、手術によって治療する場合もあります。

奥歯で咬んでも前歯は噛んでおらず、上手く噛めない、

また口が閉じにくい状態を開咬（かいこう）といいます。

ラーメンやうどんを食べても、前歯で麺が噛み切れません。

舌癖（舌を噛んだり食物を飲み込む時に舌がでる）や

指しゃぶりなどの癖が原因です。

注意 ５ このような悪い歯並びを放置していませんか？

叢生（そうせい）

上顎前突（じょうがくぜんとつ）

開咬（かいこう）

下顎前突（かがくぜんとつ）
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毎月第３週目の水曜日に歯並び無料相談会を実施しています。

お子さまの歯並びが気になりだしたら是非歯並び無料相談会に申し込んでください。

現在の状況を詳しくご説明致します。無料相談を受けたからと言って治療を無理強い
することは決してありません。患者さまの納得と理解が必要な治療ですので、 歯並び
で迷われている段階で正しい状況をご説明しております。私は保護者の方に、「知って
いてやらないことと、知らないから出来ないことの差は非常に大きいですよ」つねづねご
説明しています。「結局、歯並び治療はしなかったけど説明を聞いて理解が深まり良
かった。」と仰るかたも大勢いらっしゃいます。そのため相談を無料でお受けしておりま
す。どうぞお気軽にお問い合わせください。

【林 大祐 先生の経歴】 平成１３年
愛知学院大学歯学部歯学科卒業

平成１３年
広島大学病院 口腔総合診療科研修医

平成１５年
広島大学病院 顎・口腔外科医員

平成１７年
市立三次中央病院 歯科・歯科口腔外科勤務

平成２０年～
岡山の矯正専門医院、その他
関西・中国エリア（大阪、奈良、兵庫、広島）の
歯科医院で矯正歯科診療に携わる
現在に至る

やっと私の予防理論を理解
してくれる矯正医と巡り合
えました。
林先生は私が全幅の信頼を
おいて当院の患者さまをお
任せすることが出来る優秀
な矯正医です。

注意 6 歯並びが気になったら迷わずご相談下さい！！
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お子様に合った歯ブラシの選び方、歯磨きの仕方をご提案します

担当の衛生士がお子様の歯の状態に合
わせて、どのような歯ブラシがピッタリなの
かをお教えします。
お子様本人や小さいお子様であればお
母さんに、正しい歯磨きの仕方をお伝えい
たします。

治療が終わった後も定期健診で予防していきます

むし歯が治ってそのまま放ってしまって
は、むし歯の再発の危険性があります。
定期的に磨ききれない歯の汚れを落
ちしたり、歯を強くするフッ素を塗布する
ことで健康な状態を維持し続けましょう。

①よく食べるおやつはなんですか？
②ジュースはよく飲みますか？
③食事やおやつのタイミングはいつですか？
④普段の食事はどのようなものが多いですか？

食習慣・生活習慣のご質問

⑤食後どのくらいの時間を置いて歯磨きをしますか？
⑥歯磨きの時間はどのくらいですか？
⑦歯ブラシはどのように選びますか？
⑧今までで定期的に歯科医院に通っていましたか？

当院では歯の治療以外に
生活習慣を含めたご提案で
お子様の健康をサポートさせ

ていただきます

注意 8 お子さまの歯の健康の維持には
歯だけでなく生活習慣にも専門家のご提案が必要です
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缶コーラを一日一本飲むと、
一ヶ月で１.２ｋｇの砂糖を摂取することになります。

注意 9 缶コーラ一本に含まれる砂
糖の量は、角砂糖１０個分でしょうか？

おやつにもむし歯になりにくいもの、
なりやすいものがあります

※短時間で食べ終わるおやつにしましょう。
アメ・ガム・ハイチュウ・グミは控えましょう。
ジュースはなるべく飲まないようにしましょう！
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治療以外で歯医者に通うことで歯医者に慣れ、
歯への意識が高くなります

親御さんにはお子様への正しい歯みがきの仕方を
お教えさせていただきます

注意 11 定期健診には、他にもこん
なメリットがあります！
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高濃度フッ素を塗ることで歯を強くし、むし歯菌の動きを抑えます

毎日ご自宅でもフッ素ジェルを
塗ったり、歯磨き粉はフッ素配
合のものを使ってください

注意 12 定期健診ごとに、フッ素塗
布をしてむし歯に強い歯にしましょう！
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