
新型コロナ感染症を予

防するため、マスク着用

が日常になりました。自

分の息がマスクにこもる

ことで、口臭に気づく人

が増えているそうです。

ふ平安時代の絵巻物に…

口臭は古くから人々を

悩ましてきました。平安

時代末期の絵巻物『病章
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今も昔も悩みのタネ
紙』では、楊枝を使う女

官とそのそばにいて着物で口を覆う2人の女官が描

かれています。絵にはこんな説明書きがあります。

「〇人の美しい女にひかれる男たちが彼女に近づこ

うとしたが、近づくと鼻をつまんで逃げ出してしま

う。その理由は口臭が耐え難かったから」と。この

絵の題名は、そのものずばり、 「口臭の女」です。現代

のように口腔ケアが喚□られておらず、ケアグッズも

ない時代でした。対処のしょうがなかったのでしょ

う。

現在では口臭は、 「生理的な口臭」、 「病的口臭」、

「飲食物・嗜好品による口臭」といったように原因

が明らかになっていま

す。

◆誰にでもある口臭

生理的口臭は誰にでも

あり、一日のなかでも唾

液の分泌量によって変化

します。起床直後や空腹

時、緊張した時、月経期

間、更年期などに生じる

ことがあります。

◆治療が必要となる口臭

病的口臭の約90%以上は口の中に原因がありま

す。歯周病、多量の舌苔の付着、唾液の減少、入れ

歯の汚れなどです。まれに、副鼻腔炎や糖尿病など

全身疾患による病的口臭もあります。

◆飲食物・噂好品による口臭

ニンニクなどを食べた後の口臭は、食べカスがに

おう場合と、体内で吸収された、におい物質が血液

を経て肺で呼気になる場合があります。時間が経過

すれば解消します。

他にも、口臭がないのに、過度に気にしすぎる

“心理的口臭’’という精神的な症状があります。

診療国語
むし薗韻鮒に頗園就…

歯に痛みがあると、むし歯だと思って来院される患

者さんが多いのですか、別に原因があることも少なく

ありません。

むし歯以外で冷たい物がしみる場合には「知覚過

敏」や「歯の破折」が疑われます。むし歯だと思って

強く磨きすぎることで、知覚過敏が悪化する場合もあ

リます。外観からは分からなくても、歯力漕りれている

ことも。

他にも「歯ぎしり」や「くいしぼり」、 「TCH(上下

歯列接触癖)」などが痛みの原因になることがわかっ
ています。

安静時の上下の歯の間は1-3ミリ空いています。

「丁CH」は無意識に常時、歯を接触させる癖のこと

で、歯や歯周組織に過度な負荷を与え、痛みを誘発す

ることがあります。

痛みの原因は様ざまですので、自己判断せずに早め

に受診してください。



口臭を予防するに臆

病的な口臭の主な原因は歯周病やむし歯、舌

の汚れにあります。口のなかをきれいに保つた

め、毎食後の歯みがさは口臭予防の基本と言え

ます。

注意したいのは、磨き残した童話(プラー

ク)です。においの元になるため、ブラッシン

グでしっかりと取り除きましょう。特に、 ▽歯

と歯の間▽歯と歯肉の境目▽上顎の奥歯の類例

▽下顎の奥歯の吉例-はプラークがたまりや

すい場所です。歯ブラシの毛先をあてるイメー

ジで丁寧に磨いてください。デンタルフロス

(糸ようじ)も使用して取り除いてください

ね。

舌に付着する白い「舌苔」も汚れの-つ。軟

らかい歯ブラシや舌ブラシで奥から手前にやさ

しく磨いてください。舌は傷つきやすいため、

磨きすぎにはくれぐれも用心してください。

患者さんからのご質問に
お答えします

田口臭をチェックする方法はあ
田

りますか
「_」

ロ 口臭の有無にかかわらず、口臭が気に
照 なって積極的に人と関われないなど、日

常生活に支障が出ることも少なくありません。簡

単にできるセルフチェックを紹介します。

・気の置けない人に聞いてみる(これが1番正確

です)

・コップに息を吐いて-端、蓋をしてにおいをか

・筈害がついているかを調べ舌苔がついていた

人は舌苔をガーゼなどでこすり取りにおいをか

く

・唾液のにおいをかぐ

口臭の原因によって治療の必要性や対処法が変

わります。

出典:「歯とお口のことならなんでもわかるテー

マパーク8020」

口臭予防にはセルフケアとともに、プロケア

も大切です。歯科医院では一人ひとりに合った

歯みがさ指導や、歯みがさでは落とせないプラ

ーク・歯石を除去しますので、定期的にプロケ

アを受けましょう。

また、口臭の原因が歯周病やむし歯の場合、

治療しなければ解消できません。早期発見・早

期治療のためにも、お口のにおいが気になる方

は受診をお勧めします。

ごぼうの梅さっぱり煮

みりん大さじ4 (60cc)、酢適量

喜作り方

0ごぼうは太ければ、斜め輸切にする。細いものな

ら、 3-4cmの筒切りにする。

e切ったごぼうは水に漬けて晒す。

eごぼうは酢を加えた水で与分ぐらい下茹でをする。

e茹で十を捨て、その鍋にほぐした梅干し(種も使

う)、みりん、ひたひたの水を入れて、煮る。

10分ぐらい煮ると味がしみる。お弁当の副菜に

もなります。

(管理栄養士・伊藤佳代子)



ごどもの の

コーナー

意外と長い、乳歯とのお付き合い

子どもの歯(乳歯)は、 6歳頃から12歳

頃に別ナて大人の歯(永久歯)に生えかわり

ます。

乳歯は下顎前歯から抜け始めることが多い

ですが、 -人ひとりの成長が違うように、生

えかわりも個人差が毎夕ます。
生えかわり時期の顎の中(乳歯の下)で

は、永久歯が萌出の準備をしています。この

時、永久歯が出てこられるように、乳歯の根

は少しずつ溶かされ、グラグラして抜け落ち

ます。

永久歯に生えかわるからといって乳歯のむ

し歯を放置してしまうと、その後に生えてく

る永久歯の歯並びなどに悪影響を及ぼすこと

もあります。お口の中に、乳歯と永久歯、歯

が抜けている部分が混在する時期は要注意。

クロスワ臆ド
【問題】二重フグの文字を、 AへEの順に並べてできる

吉葉は、なに?

1 2 

頸 
3 

□ 
5 6 

了 

口 
8 

圏 
9 

愁 
10 11 

禰 
12 

13 14 

饗 
15 16 

臆! 鰯 

王課 

1了 18 

擬 
19 20 

21 

繊 
22 23 

攫 
24 25 

麟 三 
2了 

28 

□ 擬 
29 

答■案臆漢書
一つハガキに(①解答(∋医院名(∋新聞の感想・意見④住所⑤氏名を

必ず書いて、 〒うら6-0021大阪市浪速区幸町1-2-33大阪府

歯科保険医協会「医院新聞」係へ。

○正解者50人の方に抽選で「図書カード」を進呈します。

⑱応募締め切りは2021年8月31日(消印有効)です。

㊧5-6月号の答えは「アユツリカイキン」。

0当選は、大阪市淀川区大関郁代様他39人でした。

磨きにくくなってむし歯になりやすくなりま

す。全ての乳歯が抜け落ちるのは中学生にな

る頃で、生えかわるまで長いお付き合いで

す。永久歯を守るためにも、専門家の定期的

なチェックをl亡南中ナましょう。

生えかわりの時期の目安

文部科学省「「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり」より

①ココ……は熱帯産樹木

③冷たい豆腐料理

⑦まぶたをパテクリ

⑨金剛……像は仁王立ち

⑲部屋の配置

⑬ハネムーンのことを

……月旅行とも言う

⑬6対4の……で負担する

⑬ゴム風船などに入れる

最も軽い気体元素

⑰……に釜を抜かれる

⑲日本の……単位は円

⑪皿に乗って回ってきま

す

⑳げんこつ。握り……

⑳特急の指定席と・…‥席

⑳気品。 ……のある人

⑳高校球児が目指します

⑳千里の……も-歩から

(D2016年に加わった国

民の祝日。 8月11目

(∋人工……を敷いた球場

③左右に開閉する戸

④将棋では香車のこと

⑤夏の夕方から白い花を

開き、翌朝しぼみます

⑥一人で使う部屋

⑧ビリヤードのことです

⑪シマ・・・・・・、エゾ・…・

⑭この日から秋です

⑬‥"…同体。 ……不乱

⑬カニぱ…‥歩きます

⑳……のカレー、 ……の酒

⑪サケやマスなどの卵を

塩漬けにした食品

⑳機械や器具でその-部

をなしている品

⑳胃が4つある動物

⑳じゃんけんのパー

ウェブでも応募が可能になりました。

「大阪府歯科保険医協会医院新聞」で検索

左記QRコードから「応募フォーム」にアク
セスしてください。



晴
間
圏

保険で良い歯科医療

低廉保険のきく範囲を広げるために

『保険で良い歯科医療』という言葉を聞いた

ことはあるでしょうが。いつでも、どこでも、

だれもが、お金のl亡帽己をせずに治療を受けられ

るよう歯科医療の充実をめざし、歯科医師や歯

科衛生士、歯科技工士などの医療者と多くの患

者さんが共同で取り組む運動のスローガンで、

保険のきく治療の範囲の拡大、患者さんの窓口

負担の軽減を求めています。

歯科医療には、 -般的に普及した治療方法や

材料でも健康保険かきかない治療があります。

丈夫で違和感が少ない入れ歯や自然の歯の色に

近い被せ物、子どもの歯並びにかかわる矯正治

療なども、保険のきく範囲が限られています。

また、コロナ禍で生活に不安をかかえる国民

が増える中、経済的な理由で歯科治療をあきら

衛生士だより

熱中症対策にはこまめな水

分補給が欠かせません。暑い

日が続くなか、スポーツドリ

ンクや経口補水液などのイオ

ン飲料を手に取る人も多いの

ではないでしょうか。そんな

時、気をつけてはしいのが

「むし歯」です。

イオン飲料のなかには、

5○○ミリのペットボトルに糖

分が30グラム以上も含まれ

るものもあります。平均的な

大人の場合、食事以外での糖

分の必要摂取量は25グラム

程度と言われており、たった

1本で過剰摂取になるほどで

水
分
補
給
と
む
し
歯
の
リ
ス
ク

める人もいます。治療費の重い窓口負担の問題

は深刻です。

「保険で良い歯科」運動では、署名活動や

10月8日の「入れ歯(108)デー」に行う

「お口の健康相談」、使われなくなった入れ歯

の供養祭など様々な取り組みを通じて、歯科医

療の充実を呼びかけています。

カマやん荻、年金加入記録ありむら潜

す。むし歯菌はこの糖分を取

り込んで酸を出し、歯を溶か

してしまうのです。

それだけではありません。

イオン飲料のクエン酸やアミ

ノ酸などは口の中を強い酸性

にします。ダラダラと飲み続

けていると酸性の状態が続

き、歯のエナメル質の表面を

溶かしてしまいます。

水分補給にスポーツドリン

クや経口補水液を飲んだ後

は、むし歯を予防するために

うがいをするか、水やお茶を

飲んで口の中をすすぐように

してくださいね。
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