
まずは歯周病・むし歯のセルフチェック 

□ 朝起きたとき、口の中がネバネバする
□ 歯みがきの際に出血する
□ 口臭が気になる
□ 歯肉がむずがゆい、痛い
□ 歯肉が赤く腫れている
□ かたい物が噛みにくい
□ 歯が長くなったような気がする
□ 歯と歯の間に隙間ができて、食物が挟まる

□　歯の表面が白いシミや、褐色の変色がある
□　穴があいたり、歯の一部がかけている
□　冷たいものがしみる
□　熱いものがしみる
□　ものを噛むと痛い
□　何もしなくてもズキズキ痛む

1つでもチェックが入ったら要注意！早めに歯科に相談しましょう

歯周病チェック むし歯チェック

歯周病やむし歯はどうしてなるの？
歯垢（プラーク）が歯周病やむし歯の原因！

歯垢は、口の中の細菌が食べ物のカス（主に糖分）を分解して作り出した、白
いネバネバした粘着性の物質です。歯の表面に付着し、1mg内に数十億個
もの細菌がウヨウヨいて、その細菌の種類は数100種類に及ぶと言われて
います。歯垢に近いものとして例えられるものに、キッチンのヌメリ等があり
ます。キッチンのお掃除が行き届かないと、ヌルヌルした汚れが付着するよ
うに、口の中のお掃除が行き届かないとヌルヌルの汚れが付着します。

歯垢の中のむし歯菌が増え、酸を出して歯の表面を溶かす。

歯垢とは

歯周病歯垢が歯ぐきにたまると… むし歯（う蝕）歯垢が歯にたまると…

むし歯菌や歯周病菌は
もともと口の中にいます

歯周病菌も歯垢に
住み着くようになります

歯垢が石灰化すると歯石になり
ます。歯石になってしまうと歯磨
きでは取れません。
歯科医院で除去してもらうこと
が必要になります。

歯の溝が黒くなる

冷たいものや
熱いもの等がしみる

ずきずきと痛む

初期

中期

後期

歯周病・むし歯予防のポイント

歯みがきは毎食後+寝る前の計4回が理想的。
1日1回は丁寧にブラッシングして、歯間ブラシやデンタルフロスで隅々まできれいにしましょう。

正しい歯みがきでしっかり歯垢除去！
歯みがきその

持ち方

えんぴつを持つように軽く持ちます。

あて方

歯の面に対して90度、歯と歯ぐきの境目に対し
て45度にあてます。みがきにくいところは歯ブ
ラシを縦にしたり、歯ブラシの先を使います。

動かし方

力を入れずに歯ブラシを小刻みに動かしなが
らみがきます。1か所あたり20往復くらいを
目安にします。

● 歯と歯の間
● 歯と歯ぐきの境目
● 奥歯のかみ合わせ

みがき残し注意 すき間もきれいに
● 前歯の裏
● 歯並びが
  悪いところ

歯ブラシで落としにくい歯の間の汚れには、歯間
ブラシやデンタルフロス等がおすすめです。最初
は細めのものから使用してみましょう。

特に
要注意！

歯と歯の間にすき間がある
場所に差し込み、優しく2～
3回往復させます。

フロスを歯の表面に添わせ
るように上下に数回動かし
ます。

歯間
ブラシ

デンタルフロス・
糸ようじ

むし歯菌
歯周病菌

ごはんやおやつなどで口に入った
糖分を使用してむし歯菌が歯垢を作ります

歯垢
糖分

歯と歯の間

歯並びが
でこぼこしているところ 歯と歯ぐきの境目

奥歯の
かみ合わせ

ハブラシの毛先が
広がらない程度です

軽い力で動かす

し　　こう

これ以外にも健保ホームページにて様々な疑問にお答えしていますので、ぜひご覧ください！

5～10㎜くらい

150～200ｇ

90° 45°

歯肉炎 歯周炎
● 歯ぐきがはれて出血しやすい
● 歯を支える骨は健康
● 歯肉ポケット（深いすき間）ができる

● 歯ぐきがはれている
● 歯がグラグラし、血や膿が出る
● 歯を支える骨が破壊されている

歯垢歯肉
ポケット 歯石

歯みがきその 生活習慣その 歯科健診その
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不健康な生活習慣は歯周病やむし歯の発症につながります。
生活習慣を見直して、歯周病やむし歯を寄せ付けないようにしましょう。

良い生活習慣で全身健康に！
生活習慣その

定期的に歯科健診を受けることで、お口のトラブル発生や重症化を防ぐことができます。
早期の段階で異常を見つけて治療を開始することで、通院回数は少なく、治療費用も安く抑えられる場合があります。

早期発見・早期治療でお得にトラブル回避！
歯科健診その

だらだら食べや糖分の多い食べ物は歯垢を増やし、歯周病やむし歯につながります。
規則正しく、栄養バランスの良い食事をとりましょう。
噛み応えのある食材を取り入れるのもおすすめです。

食事

運動
運動する習慣がないと血流が悪くなります。
適度な運動で血流改善と抵抗力アップをめざしましょう。

休養
十分な睡眠とストレス解消は歯周病対策に効果的です。
ストレスがたまると病気に対する抵抗力が弱まり、歯周病が悪化しやすい状況になります。
また、歯ぎしりや食いしばりをしやすくなり、歯に負担がかかります。

禁煙
禁煙は、歯周病予防・治療の最も有効な対策の一つです。
たばこの有害物質は免疫力の低下や血流の悪化を招きます。
さらに、口腔がんなどを引き起こし歯を失う大きな原因となりえます。

だ液は口の中の汚れをきれい
にし、殺菌して病気を予防して
くれます。マッサージでだ液腺
を刺激して、たっぷりだ液を出
しましょう。

だ液の分泌をよくする
マッサージ

親指以外の4本の指を上の
奥歯の上あたりに置き、後
方から前方へ回す。

耳の下からあごの先までを
5か所くらいに分け、順番
に親指の先で押す。

両手の親指を揃えてあごの
下から上に向かってゆっく
りと突き上げる。

自覚症状が出てから治療を受けると…

・痛みなどの症状が長引く
・何度も通院が必要

・歯を抜く等、苦痛を伴う治療となることもある
・医療費が高くなる

定期的な歯科健診を受けるために、安心して通うことができるかかりつけ歯科
医院を持つことは大切です。継続的に健診を受けることで、あなたに合った予
防法や治療の進め方についてのアドバイスを受けることができます。

歯科健診の内容

かかりつけ医を見つけよう

ムラタ健保の歯科健診事業

・歯、口の病気の確認
・歯、歯ぐきの清掃

・正しい歯磨きの仕方
・歯や口を守る生活習慣のアドバイス

かかりつけ医を見つけるポイント 歯と口の健康を一緒に守ってくれる最強の味方を見つけましょう。

自宅や勤務地の近くにあって

通いやすい
治療だけでなく

予防に熱心
症状や治療法、費用について

わかりやすく説明してくれる

※ ①むし歯・歯周病のチェック　②歯垢・歯石のチェック　③噛み合わせ等のチェック　④歯並びや噛み合わせのチェック　⑤歯みがき指導　
　 ①～⑤以外の検査や治療は当事業の補助対象外です。

歯科健診

郵送検診
「歯周病リスク検診」

全国の提携機関・歯科医院で
基本健診※を受診できます 18歳以上

20歳以上

健診事業 健診概要

ムラタ健保の
被保険者・被扶養者

対象者 対象年齢

無料

500円
（給与天引き）

費用

自宅配送される検査キットで
だ液を採取するだけ

簡単に歯周病のリスクをチェックできます

歯科健診は夏～秋頃申し込み受付予定！

詳しくはムラタ健保のホームページをcheck！

10回 10回 10回

先延ばしは後悔のもと！

出所：歯科医療に関する一般生活者意識調査（日本歯科医師会　2018）

何かと先送りしたい歯科健診（受診）ですが、日本人の
4人に3人は歯の治療を先延ばしにしてしまったことを
後悔しています。

そう思う

ややそう思う

あまりそう
思わない

そう
思わない

41.5%

34.2%

19.2%
5.1%もっと早くから

歯の健診・治療を
しておけばよかった

と思うか？

歯科で行う
プロフェッショナルケア

自分で行う
セルフケア

オススメの献立 あさりとキャベツの酒蒸し

カルシウム、ビタミンＡ、ビタミンＣを含む食品は歯を強くしてくれます。ビタミンＤは、カルシウムの吸収を助けます。
食物繊維は、しっかり噛むことで歯や粘膜の表面が清掃され、だ液の分泌促進や顎の発達につながります。

作り方
キャベツはひと口大に切り、アサリは砂抜き後、殻と殻を合わせよく洗う
フライパンにオリーブオイルとニンニク（みじん切り）を入れ熱し、香りが立ったら★を加える
蓋をして中火で熱し、沸いたら弱火にしてあさりが開くまで蒸す
仕上げに醤油を加え、器に盛った後、黒こしょうをかけ、ネギを散らす

①
②
③
④

材料
（2人分）

・ にんにく 
・ オリーブオイル
・ 醤油

1かけ
大1
小1

・ 黒こしょう
・ 薬味ネギ

少々
適量

ひじきとじゃこの混ぜご飯

高野豆腐

きゅうりとわかめの酢の物

あさりとキャベツの酒蒸し

口呼吸は
要注意！

口の中にはだ液が常に出ている状態が正常です。口呼吸により口の中が乾燥すると、だ液がうまく
まわらずに歯に汚れがつきやすくなり、歯周病やむし歯の原因となります。朝起きて、口の乾燥が気
になる場合は就寝時に口に貼るテープを試してみるのもおすすめです。

★
・ あさり
・ キャベツ
・ 干しエビ

200g
200g
5g

・ 酒
・ 塩

大4
少々

カロリー
610kcal

カルシウム
580mg

食物繊維
7.4g

ビタミンA
310µg
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