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これから出産を迎える
妊婦さんへ

むし歯や歯周病が進行する理由
は？

1.ホルモンのバランス変動

　女性ホルモンのエストロゲンとプロ　ゲス
　トロンの分泌が減少したり、pH　が低下　
　するため。

2.つわりなどの影響
ﾌﾞラッシングが苦しくて、口腔清掃状態　　
が低下するため。

3.食生活の変化
　間食の回数が増えたり、酸っぱいものが
　好きになったりして嗜好が変化するため
。

　
－１－



5.唾液の影響

　唾液の分泌量が減少し、唾液が酸
　性に傾くため。

酸性

ｱﾙｶﾘ性

４．妊娠中や出産後は、歯科医院にな　
　　かなか通えないため。

歯医者に行き
たいけど・・・。

－２－



　

酸によって歯の表面が
溶かされてむし歯になり

ます。

どうしてむし歯は出来るの？

人の口の中には300種類
以上の細菌がいます。

細菌は食べカスや砂糖を
栄養にネバネバしたもの
を作り歯の表面につきま
す。→歯垢・ﾌﾟﾗｰｸ

歯垢の中で細菌は糖
を酸に変えます。

　

－３－



むし歯は、細菌（ミュータンス）が砂糖を分解して作っ
た酸によって歯が解かされる病気です。歯が酸に解
かされることを脱灰といいます。上の図の4つの輪が
重なると脱灰が起こります。歯の表面では、酸による
脱灰に対して、唾液による再石灰化が行われ、再び
歯が硬くなっても元の状態に戻ることを石灰化といい
ます。口の中では、唾液と酸が闘っており、脱灰に傾
いた状態が虫歯です。

　むし歯発生の4条件

歯質

　　　細菌

（ミュータンス）

砂　糖

時　間

むし歯

（脱灰）

－４－



むし歯は、細菌（ミュータンス）が砂糖を分解して作っ
た酸によって歯が解かされる病気です。歯が酸に解
かされることを脱灰といいます。上の図の4つの輪が
重なると脱灰が起こります。歯の表面では、酸による
脱灰に対して、唾液による再石灰化が行われ、再び
歯が硬くなっても元の状態に戻ることを石灰化といい
ます。口の中では、唾液と酸が闘っており、脱灰に傾
いた状態が虫歯です。

　むし歯発生の4条件

歯質

　　　細菌

（ミュータン
ス）

砂　糖

時　間

むし歯

（脱
灰）



むし歯の進み方

Ｃ１　エナメル質むし歯

Ｃ２　象牙質むし歯

むし歯が表面の
硬いエナメル質に
だけ出来ています
。

まだ痛みはあまり
感じません。

むし歯がエナメル質
の下の象牙質にも
進行しています。

冷たいもの等がしみ
るようになってきま
す。

－６－



－５－



Ｃ３　歯髄まで達したむし歯

むし歯が歯髄（神経）
まで達し、痛みを強く
感じるようになります
。

Ｃ４　残根状態のむし歯
歯は根の部分だ
けになり痛みはお
さまりますが、歯
根の先に膿（う
み）がたまってし
まうこともあります
。

－７－



唾液の働きとは？

唾液は消化を助けるだけではなく、歯についた食
べ物を洗い流したり、口の中のむし歯菌と闘った
り、歯の健康にとって大きな役割を果たしていま
す。

1.酸を中和させる
　食後数分間で歯垢のpHが下がりますが、唾液
の働きにより約1時間で殆ど元通りになります。

２．歯の再石灰化

　唾液に含まれているリンとカルシウムには、歯
に付着して溶かされたエナメル質を上から固め
修復する作用があり、初期のむし歯なら治ること
もあります。はえ立てで軟らかい歯も、脱灰と再
石灰化を繰り返すうちに表面が硬くなります。

溶かされちゃった
。

ﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ

再石灰化 元通り！

－８－



歯周病は歯の動揺（グラグラ）や、歯肉か
らの出血や膿が出るまで自覚症状がなく、
気が付かないうちに進行する病気です。35
歳以上の80%が歯周病にかかっています。
歯周病は歯肉や歯の周りの組織の病気で
す。

歯周病
48%むし歯

　42%

その他
10%

歯を失う原因は、歯周病
が最も多いのです。

母親の歯周病が出産に影響するがあるの？
母親の歯周病は早産や低体重児との関連が疑われて
おります。低体重児を出産した母親の方が正常児を出
産した母親より歯周病が進行していたという調査結果
が出ています。

－９－



中期段階・・・軽度歯周
炎：

歯周ポケットができます。
歯石沈着がみられます。

歯を支える歯槽骨の破壊
が始まります。

初期段階・・・歯肉炎

歯垢が歯と歯肉の境目
に溜まり、歯肉のみに炎
症がおこり、歯肉が赤く
腫れます。出血もみられ
ます。

炎症が内部に広がり、歯と
歯肉との間に歯周ポケット
（真性ポケット）ができる

歯の周りに歯周ポケット
（仮性ポケット）が出来、
歯垢がたまり易くなる

－１０－



後期段階・・・中程度
歯周炎

歯槽骨の破壊が進みま
す。歯も動揺し硬いもの
が噛めなくなり、歯肉が
著しく腫れ痛みも出てき
ます。膿が出て、口臭
がひどくなります。

末期段階・・・重度の
歯周炎：

歯肉の大部分に炎症が
広がります。歯槽骨がほ
とんど無くなり、歯の根が
露出します。

最後には抜けてしまいま
す。

歯周ポケットは4~6mmに
深くなり、歯槽骨は1/3~1/2
ほど破壊し、歯が動揺

歯周ポケットは7mm以上
になり、歯槽骨の吸収は
1/2以上が破壊

－１１－



特に妊婦では、女性ホルモンのエストロゲ
ンとプロゲストロンの分泌が増加します。
この女性ホルモンを栄養源にして歯周病菌
がパワーアップするので、歯肉に炎症が起
こりやすいのです。

歯肉が腫れている。（赤く丸い）

歯肉の色や
形を鏡で確認
しましょう！

－１２－



妊娠性エプーリスは歯ぐきにできる　良性
の腫瘍です。女性ホルモンの影響によって
引き起こされる炎症症状の　結果と考え
られています。分娩後は　女性ホルモンの
分泌の正常化とともに次第に消失します
。

－１３－



１．歯肉の色は淡いピンク色
２．歯と歯の間の歯肉は引き締まった三角形
３．歯肉にスティップリングがみられる
　＊スティップリングとは健康な歯肉に見られるもので白く、
　　みかんの皮のプツプツとした状態に似ています。
　　健康でも見られない人もいるのでないからといって、
　　歯周病だということはありません。ただし、歯周炎の歯肉には
　　見られません。

－１４－



　プラーク（歯垢）と
は？

むし歯や歯周病の原因と
なる細菌の塊です！

歯の表面に付いている

ネバネバしているﾌﾟﾗｰｸ
顕微鏡で覗いてみると

プラークの性質１：
歯の表面に強固に付着する。
プラークの性質２：
雪だるま式に増殖して、バイオフィルムを形成する。
バイオフィルムとは、細菌自体が作り出すネバネバ
成分によって、細菌が歯の表面に強固に付着した
状態をいいます。うがいでは除去できず、歯ブラシ
でこすり落とさなければなりません。

－１５－



妊娠中の口腔管理について

つわりがひどくて歯磨きができない時は、食べ
た後はすぐにうがいをしましょう。洗口剤
やウォーターピックの併用するとよいでしょう。

むし歯になりやすい部位

－１６－



フッ素はエナメル質の成分の（ハイドロキシアパタイ
ト）とくっつき酸に抵抗性のある成分（フルオロアパタ
イト）を形成します。　

・フッ素はむし歯菌の働きを抑えます。

・虫歯になりにくい強い歯を作ります。

１．歯科医で歯面にフッ素を塗布してもらう。

２．フッ素溶液で洗口する。

３．フッ素入り歯磨き剤を使用する。　

フッ素を使用したむし歯予防方法には、

フッ素で強い
歯を作ろう！

－１７－



フッ素入り歯磨き剤

フッ素を使用したむし歯予防法でもっとも身近で効果的なの
は、フッ素入り歯磨き剤を毎日使用することです。

フッ素入り歯磨き剤を使用することにより、お口の中にフッ素
イオンが存在し、高い効果が得られます。

フッ素入り歯磨き剤の量は歯ブラシの毛の先の半分以上を
目安にしましょう。

うがいは75mlくらいの少量のお水で3回位にわけて行うと、
フッ素イオンが口の中に残り、効果も高まります。

（多量のお水でうがいをするとフッ素が口の外に流れて、高
い効果が得られません。）

１日３回　毎食後の使用が効果的です。

－１８－



毛先が開いてしまうと歯肉を傷つける事が
ありますので、１ヵ月位で取り替えましょう。

毛先の幅は人差し指と中指の２本分が
自分のお口に合った適切な歯ブラシです。

歯ブラシの大きさ・交換時期

適切な歯ブラシの大きさは？

歯ブラシの交換時期は？

○　　× ○　　×
－１９－



　　

奥歯の噛む面は、横に
数ミリの範囲で毛先を
細かく動かします。

ブラッシングの方法

毛先を歯と歯肉の間に
４５度の角度で当て、左
右に細かく動かします。
（バス法）

毛先を歯と歯肉に直角に
当て、小さい力で横に
１歯か２歯ずつ磨きます。
（スクラッピング法）

力を入れて大きく動かすより、軽
い力で動かしたほうが汚れが落
ちやすいです。

－２０－



歯ブラシの毛先が届かないような所を
磨くのが補助清掃用具の役割です。

（デンタルフロス） （歯間ブラシ）

（洗口剤）

－２１－



歯ブラシでは取れない歯と歯の間のプラークを
除去に最適です。

デンタルフロスの使い方

①フロスは30ｃｍほど切り取り、はずれないよう
　中指に巻きつけます。

②両手の親指と　　　　
人差し指でフロスを　　
つまみ、ピンとはり　　
ます。

③歯肉を傷つけな
いように歯と歯の
間にフロスを入れ
、のこぎりをひくよ
うに前後に動かし
汚れをかき出しま
す。－２２－



歯間ブラシの使い方

歯周炎で歯肉が下がり、すき間が出来てしまっ
た人に最適です。

ブラシの部分を歯のつけ根の歯
間にゆっくり挿入し、
前後に数回往復させます。
いろいろなサイズがありますので
、自分に適した大きさを選びま
しょう。

使い始めは多少違和感がありますが、慣れると

挿入・ブラッシングﾞもスムーズになり爽快感が広がります。

－２３－



治療は妊娠中期の５～７ヶ月（16～27週）の治療
が安心です。投薬（抗菌剤・鎮痛剤）は妊娠初期
には奇形が心配されます。妊娠中期なら問題は
ありません。妊娠後期から末期は鎮痛剤には注
意が必要ですので、疑問点は質問しましょう。

治療の際には、レントゲンや薬を使用するこ
とがあるので、診療前に妊娠していることを
伝えましょう。

歯のレントゲン写真は、胸のレントゲン等にく
らべて非常に放射線量が少なく、胎児がいる
腹部から離れているため、問題はありません
。

防護エプロンをつければさらに安心です。
－２４－



歯のもとになる栄養素

１）ビタミンＡ・・・歯のエナメル質をつくる

妊娠中の過剰摂取は胎児に良くないため注意しましょう。
にんじん・卵の黄身・ほうれん草・バターなど

２）ビタミンＣ・・・歯の象牙質をつくる

　　さつまいも・みかん・ほうれん草・キャベツなど

３）ビタミンＤ・・・小腸からのカルシウムの吸収を促進、骨
や歯へのカルシウムの沈着・石灰化を助ける

　　牛乳・卵の黄身・魚・椎茸など

４）カルシウム・リン・・丈夫な歯や骨をつくる

　　牛乳・こんぶ・ひじき・小魚・ゴマなど

５）たんぱく質・・・・・歯はコラーゲンというたんぱく質の一
種に、カルシウムやリンが沈着してできており、たんぱく
質は歯の土台になる

　　豆腐・魚・牛乳・卵など

食事で強い
歯をつくろう

－２５－



（育児中において）

１．離乳食は薄味で

生後5ヶ月頃から始まる離乳食は薄味を心がけ、甘いも
のは控えましょう。

２．虫歯になりやすい食品は避ける

砂糖を多く含む食品、歯にくっつきやすいキャラメル・チョ
コレートは避けましょう。

３．食物繊維をとる

食物繊維を多く含まれる食品を良く噛むと唾液の分泌が
促進され、歯の表面の汚れを繊維質が掃除してくれます。
噛む力をつけるためにも良いです。

４．フッ素を多く含む食品

歯を丈夫にするフッ素を多く含む食品には、緑茶の葉、
海産物などがあり、お茶にはカテキンという抗菌物質が
含まれておりむし歯予防に効果的です。

－２６－



幼児期における栄養の面で重要な補助食です。一日の
エネルギーの10～15%が目安です。

１）時間をきめる

だらだらと食べたり回数が多くなると、歯垢のｐHが中性
に戻りにくく再石灰化する時間が少なくなるため、虫歯が
進行しやすくなります。時間を決めて与えましょう。

甘いもの　　　＋　　お茶・牛乳

甘くないもの　　＋　　ジュース

ｵﾚﾝｼﾞ

２）おやつと飲み物の組み合わせを考える

明石市の小児歯科のデーターによると歯科治療を受ける３～5歳
の子供の中で泣かないで治療を受けられたのは、おやつの時間を
決めている家庭の子供が多いとのこと。

決められた時間まで待つことが治療を我慢する力になっていると考
えられます。

－２７－



生後6ヶ月過ぎに下の乳中切歯が生え始め、2歳半ですべて
の歯（20本）がはえ揃います。前後１～4ヶ月程度の個人差
があり、はえる順序も下記のとおりとは限りません。

②10ヶ月
③11ヶ月
⑦1歳６ケ月

⑤１歳４ヶ月

⑩２歳
５ヵ月

⑨２歳
３ヶ月

⑥１歳5ヶ月

⑧１歳７ヶ月

④１歳

①８ヶ月

上の歯

下の歯

－２８－



乳歯のむし歯の特徴
★子供の歯（乳歯や生えたばかりの永久歯）は

　　むし歯になりやすい。

　子供の歯は大変やわらかく、油断するとすぐむし歯に　　
なってしまいます。

★子供の歯のむし歯の進行が早く広範囲に広　
　　　　がりやすい。

　子供の歯は大変やわらかい上、歯の表面の硬い

　エナメル質が薄いので虫歯の進行も早く広範囲に広　　　
がります。

★子供のむし歯は母親などの保護者のくちの　　
　中からうつる。

口移しで食べ物を与えたりするとむし歯菌が移ると考えら
れています。子供の口の中にむし歯菌が定着するのは２歳
前後です。保護者の口の中のむし歯菌を減少させることが
大切であり、歯磨き習慣などが子供のむし歯の発生に大き
く影響しているのです。

－２９－



お子様がきちんと歯磨きが出来るようになる
までは保護者の方が磨き残しをチェックし、

仕上げ磨きすることが必要です。

ヒザで頭を固定

声かけして
スキンシップ

姿勢は

前かがみ

歯ブラシは
鉛筆持ち

磨く順番
を決める

力を入れず
毛先で磨く

－３０－



歌をうたいながら磨いてあげましょう！

こぶた

きつね

たぬき

ねこ

左上「こぶた」・右上「たぬき」・左下「きつね」・右下「ねこ」と決める。歌に
あわせて、表側・裏側・噛み合わせ・最後は上の前歯のとの歯と歯の間
をかきだすようにして磨く
表　　左上　「こぶた・こぶた」　右上　「たぬき・たぬき」
　　　 左下　「きつね・きつね」　右下　「ねこ・ねこ」
裏　　左上　「こぶた・こぶた」　右上　「たぬき・たぬき」
　　　 左下　「きつね・きつね」　右下　「ねこ・ねこ」
噛み合わせ　左上　「ブブブブブブ」　右上　「ポンポコポンポコ」
　　　　　　　　  左下　「コンコンコンコン」右下　「ニャーオン　ニャーオン」
上の前歯の歯と歯の間　ブブブブブブ　ポンポコポン　
　　　　　　　　　　　　　　　　コンコンコンコン　ニャーオン　ニャーオン

－３１－



歯をさがす 水道水で洗う
（３０秒以内）

牛乳の中に入れる

すぐに歯科医に行く

歯を元に戻す　

できるだけ早く
歯科医に行く

固定する

－３２－

歯医者
に行くわ
よ



1.唾液が多く分泌される
よく噛むと唾液が多く出ます。消化を助けたり、
口の汚れを洗い流したり、虫歯を修復する働き
があります。

２．強いあごをつくる

成長や発育の応じて紙応えのあるものをしっかり
食べることは、あごの骨や顔の筋肉の発達に不
可欠です。顎関節症にもかんれんしますので、子
供のうちからあごを鍛えましょう。

３．脳が刺激される

よく噛むと脳が刺激されて働きが活発になり、記
憶力をはじめ学習能力が向上し、精神も安定し
ます。集中力もアップします。

４.運動能力を高める

運動能力を高めるには、噛む力をつけることが
大切です。

－３３－



お子供の歯は、むし歯になりやす
いです。歯が痛くなってから歯科
医院に行くのではなく、早期発見
早期治療が大切です。

半年に一度は歯科医院に行き、
定期検診を受け、親子で健康で
楽しい食生活をしましょう。

－３４－



8020運動とは、80歳になっても
自分の歯を20本以上残そうという
運動です。
子供の頃から、正しい生活習慣が
8020運動を達成させるカギになり
ます。家族全員で歯磨きをし、口
の中を清潔に保つことが大切です。
毎日の生活に気をつけて8020運動
を達成させましょう。

－３５－



マタニティ歯科読本

㈱メディカ出版

兵庫医科大学歯科口腔外科教授　浦出雅裕　監修

　　　　　　　　同　口腔外科　岸本裕充　著

歯でなく人　笑う人

～口と歯の悩みお答えします。～

医歯薬出版㈱　　　　　本田里恵著
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