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乳歯 大人の歯

第三大臼歯は「親知らず」、
「智歯」とも呼ばれ、大人に
なっても生えない人もいます。
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歯の質・細菌・砂糖・時間が重なった

時にむし歯はできると言われます。

　むし歯発生の4条件

歯の質

細　菌

砂　糖

時　間
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むし歯



　

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。
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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。
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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。
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　プラーク（歯垢）とは？

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

プラークは、歯垢ともいって、口の中の細菌とその
細菌の生成物で出来ています。歯の表面に強く
付着して、うがいでは落とすことが出来ません。
細菌は砂糖をエネルギーにして増えていきます。
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子供のむし歯の特徴

★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に大きく　
　　影響されます。

　　むし歯の原因菌は主に家族から感染します
。

　　甘いおやつやだらだら食いや歯磨き習慣な

　　ど家族でのケアがむし歯の発生に大きく影

　　響くしているのです。-８-



むし歯になりやすい部位
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大人の歯は何歳頃生えてくるの？

第一大臼歯

第一大臼歯
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１．永久歯の中で一番大きくてしっかりした歯！

２．歯列交換して上で次から生えてくる歯をきれい　
　　に並べるリーダーの歯！

３．大人の歯の中で噛む力が一番強い力持ちの　
　　　歯！

第一大臼歯がなくなると、噛む力は半分に減ります。
又、歯がきれいに並ばなくなり、歯並びが悪くなります
。
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歯の王様　「第一大臼歯」が
むし歯になりやすい理由は？

永久歯で一番大きくて力持ちの第一大臼歯
ですが、虫歯になりやすい歯です。理由は次
のとおりです。

１．はえたては背が低いので、　
　歯ブラシが届きにくい。

２．頭の溝が深く、汚れがたま　
　りやすい。

３．はえたてはやわらかくむし歯
　　菌が穴をあけやすい。

歯の王様　第一大臼歯を

守りましょう！
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歯の王様、第一大臼歯はむし歯になりやすい
です。磨き方を覚えてむし歯を防ぎましょう。

歯ブラシを横から入れて磨きましょう
。

歯ブラシをほっぺたを引っ
張るようにして、口の横か
らいれ、歯に直角に当て
て、５ｍｍくらいの幅で小
刻みに動かします。

歯ブラシをまっ
すぐ入れても、
背の低い第一大
臼歯には届かず
、汚れが落ちま
せん。
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ヘッド

ネック

ハンドル

つまさき

わきわき

かかと
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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？

○　　× ○　　×
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歯の表側と裏側を磨くときは、直角
に当て、５mmぐらいの幅で歯ブラシ
を歯の面に小刻みに動かしましょう。
　また、あまり力を入れすぎると、
歯茎を傷つけてしまうこともあるの
で、軽い力で磨きましょう。

奥歯は歯の列に沿ってだけ
でなく、ほっぺた側やお口
の内側からも磨くようにし
ましょう。

前歯の裏側　

奥歯のかむ面

歯ブラシのかかとを使って磨きましょう
。

歯ブラシの毛先全体・わきを使っ
て磨きましょう。
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前歯は表面がデコボコしており、汚れが落と
しにくいです。歯ブラシを縦に持って、前歯を
３つに分けて磨くと、汚れをきれいに落とすこ
とが出来ます。

歯の磨き方　「前歯の三分割法」

真ん中は毛先全体を
使って磨く

両端は歯ブ
ラシのわきを
使って磨く
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　　　スクラビング法　

　　ほっぺた側
　ほっぺた側は、歯に　
　垂直に当てます。

　　　べろ側
毛先を歯と歯茎の
境目に軽く当てます。

動かし方

横に数ミリの範囲で
毛先を細かく動かし
ます。

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
落ちやすいんです。



フッ素はむし歯予防に効果的

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。　

フッ素について

フッ素を使用したむし歯予防方法には、
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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。
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シーラントとは歯の頭の深い溝を樹脂で埋
めてしまう方法です。こうすることによりプ
ラークをたまりにくくし、掃除もしやすくなり、
むし歯になるリスクを減少させることができ
ます。

・生えたての歯

・溝の深い歯

・初期病変のある歯

・口腔環境状態が不良の場合

　　　　　　　　　　　　などに有効的です。

術　前 術　後　　
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虫歯になりにくいおやつの
取り方

甘いもの　　　＋　お茶・牛乳

甘くないもの　＋　ジュース

ｵﾚﾝｼﾞ

甘いものと甘くないものを組み合わせて食べると、虫歯に
なりにくいです。

食べるものの質もありますが、口の中に砂糖がある時間が
長いとむし歯になる原因となります。何よりも食べる回数が
問題になります。だらだら食いをせず、時間を決めて、おや
つを取ることが大切です。
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“歯に信頼マーク”

（日本ﾄゥースフレンドリー協会）

“歯に信頼マーク”は、食後
30分以内に歯垢のpHを5.7
以下に低下させない食品に
付いています。

キシリトールとは、白樺等の樹木から採れるキシラン・
ヘミセルロールを原料とする天然の甘味炭水化物です。
砂糖と同程度の甘味料です。

キシリトールの成分は

・むし歯の元となる歯垢を作りません。

・虫歯は、ミュータンス菌（虫歯の原因となる代表的な細菌）　
　が作り出す酸によって歯の表面の無機成分が溶け出すこと
　により始まりますが、キシリトールは酸の産生に利用されま
　せん。

・習慣的にキシリトールを摂取することで次第にミュータンス　
　菌の活性が失われ、増殖を抑制し、菌数が減少します。

・酸によって歯の表面のカルシウムが抜けてしまった（脱灰）　
場合でもキシリトールの摂取により、カルシウムが再び付　　
着し（再石灰化）し、歯を元の健康な状態に戻します。
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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、３～４ヶ月に

一度は歯科医院に行き、定期検
診を受け、むし歯を予防しましょう
。



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
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子供のよい歯は、親がつくる！

㈱リーバン　　監修　黒木宏一

イラストでみる　これからのむし歯予防

キシリトールとアパタイトを正しく理解する

花田　信弘　監修　　今井　奨　・　寒川江登志朗　著

http://www.teeth.co.jp/
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