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健康情報
正しい歯の磨き方

ちょっと知っ得！

　歯磨きは何のためにするのでしょうか？
　重要な目的はむし歯と歯周病の予防です。
そのためにしないといけないのが歯垢（プラーク）の除去です。

　歯ブラシの選び方
①毛の硬さ
　基本的には普通のかたさを選びましょう。
②ヘッドの大きさ
　すこし小さめの方が、お口の中のすみずみまでブラッシングしやすく、汚れも落としやす
いでしょう。
③歯ブラシの替え時は？
　衛生面も考慮して１ケ月に１度は新しい歯ブラシに交換しましょう。また１カ月経たない場
合でも、ブラシが開いたらそれが交換のサインです。

　歯ブラシの持ち方
　「えんぴつ持ち」をしてください。この持ち方にすることで

「動き」「力加減」の調整が簡単にできるようになります 。

　歯の磨き方　
①磨く順番を決める
　磨く順番を決めてください。順番を決めるのは磨き残しが無いようにすることが目的です。
一筆書きの要領で磨くと、磨き残しの心配がありません。
②ブラッシング法
　スクラッピング法とバス法を基本にして磨くようにしましょう。

梅雨が明けると、本格的な夏の始まりです。花火や盆踊りなど、楽

しいイベントが待ち遠しい季節ですね。暑い時期こそ食事や睡眠を

しっかりとり、元気に乗りきりましょう。

ペングリップ

歯ブラシの毛先を歯面を直角に当て、前後
に細かく振動させる方法

歯ブラシを鉛筆のように持ち、歯と歯肉の境目
に毛先を45°の角度で当て、細かく振動させる
方法。歯周ポケット部の清掃に効果的

スクラッピング法 バス法
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文責：歯科医　小野 達生

③歯ブラシの当て方

④歯ブラシの補助用具
　歯ブラシが届きにくい歯と歯の間、歯と歯肉のさかいめなどは、補助用具を使用しましょう。

　歯磨き粉を選ぶポイント
①有効成分を確認する
　むし歯予防のための効果が実証されているのはフッ素です。配合濃度は高い方が有効で
すので、濃度が950ppm以上のものがおすすめです。
②低研磨のもの
　研磨作用によるエナメル質の削れや歯茎へのダメージのリスクが高いため、歯の健康には
低研磨のものが良いでしょう。
③低発泡のもの
　泡立ちが良すぎるとちゃんと磨けていないのに磨いた気分になりがちですので、低発泡
のものが良いでしょう。

　正しい歯磨き粉の使い方
　◦歯ブラシは濡らさない
　◦多くつけすぎない
　◦すすぎは最小限に （有効成分が薄くなってしまう）
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4月23日、当法人の健康教室「そよかぜ教室」を開催しました。
今回の演題は「歯の正しい磨き方」で、歯科医の小野が歯磨
きの必要性や磨き方などについて講演しました。少し小さめ
のヘッドの歯ブラシで、磨く順番を決める（一筆書きの要領
で磨くと良い）と、磨き残しの心配がなく磨けるそうです。あ
と、1ヶ月に１度、またはブラシが開いたら交換することも大
事なポイントです。
歯を失う一番の原因は歯周病ですが、成人の8割がこの歯周病にかかっています。正しい歯磨
きでむし歯や歯周病の原因となる歯垢を除去し、健康な口内環境を維持するためにも、毎食後
の歯磨きをを心掛けましょう。

　この４月から、山根弘基医師の後任として、毎週水曜日に循環器
専門外来に、福山循環器病院から派遣されております。福山循環器
病院でも長く初診外来専門で診察しておりましたので、こちらでも出
来うる限り、当院で完結する治療を選択し、根治術が可能な方には
しかるべき施設にご紹介したいと存じ上げます。なお、小野理事長
の出身大学（信州大学）の後輩にあたり、若輩者ですが、よろしくお
願い申し上げます。
　出身地：兵庫県　　趣味：テニス

　2018年4月より、毎週火曜日の午前中に皮膚科の診察をさせて
いただいております。プライベートでは２歳児の子育てに奮闘中です。
少しでも皆様のお役に立てるように頑張りますので、よろしくお願い
申し上げます。外来ではよく、我慢したり、様子をみてみて悪化した
後に来られる方をよく目にします。これからの時期、水虫やあせもな
ど、少しでもお困りの方はご相談ください。

　循環器内科　治田 精一 医師

　皮膚科　山本 佳子 医師

今回の講演資料は、当院受付向かい側の棚に置いてありますので、ご自由にお取りください。

10月に、「おむつ（大人用）の選び方と正しい使い方」について、ユニ・チャーム株式会社
の方による講演を予定しております。詳細は後日、院内掲示やホームページ等でお知らせ
いたします。参加費無料、予約不要ですので、お気軽にお越しください。

＜次回のご案内＞

そよかぜ教室

循環器内科 皮膚科 医師紹介
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運営理念
　私たちは、お一人お一人の気持ちを大切にし、安心して笑顔で
過ごして頂ける環境作りに、心を込めて取り組みます。
おかげ様で5月より4年目を迎えました!「ここへ来て丸3年になるなー」
と嬉しい声も。皆さまとともに良い年を重ねていきたいと思います。

デイサービスくじば

4月、恒例のお花見へ。
天気も良く桜も見頃で
した!
風も気持ちよく、この日
はみなさんよく歩きま
したね!!

母の日、いつも優しい笑顔をありがとうございます!
男性利用者さまがご自宅で育てたアマリリス。玄関が
華やかな香りに包まれました!

見学、一日体験など、ご希望の方はお尋ねください。
（TEL 0865-63-1690）（管理者：坂田）

5月、バーベキューに初挑
戦!炭火で焼くとまた一
味違いますね。
野菜たっぷり、焼きそば
も美味しかったです!!

病院食体験会 開催

4月19日、外来患者さまを対象とした病院食体験会
を開催しました。
外来患者さまから地産地消を推進する当院の食事を
試食してみたいと希望があり、初企画しました。入院
患者さま以外の方に病院食や地産地消活動を広く
知っていただく良い機会となりました。今後も様々な
形で地産地消活動を広めるイベントを実施したいと
思います。
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老人保健施設　くじば苑
ポピーを見に行ってきました

５月１４・１５・１６日の３日間で道の駅へ、ポピーを見に行ってきました。天候にも恵まれ、とてもきれいに
咲いていました。

おやつとジュース
で、ちょっと休憩
です。
まだ５月なのに、
暑いぐらいの日和
でした。

平日にも関わらず、たくさんの
ご家族が来てくださり、楽しい
ひとときを過ごせました。
ありがとうございました。

『きれいな～！！』と、車の中からの景色に
も感動されていました。
近くまで行くと、みなさん、満開の花に、
素敵な笑顔でした。

お や つ レ ク 行事メニュー
開苑記念日おやつのホットケーキを、みんなで作りま

した。南瓜をつぶして、
一緒に混ぜました。

一生懸命、取り組んでいました。
お皿を手に、みなさんニッコリです　^。̂

花まつりのちらし寿しや茶飯、
母の日には、カニのちらし寿
し！みなさん、おいしいと言っ
て食べていました。

常食・きざみ食・ムース食、食事の形態に合わせてお膳
にしてくれています。
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「60日間6000歩チャレンジ！」参加しました♪

ひよこルーム

『親子製作～こいのぼり～』
『子どもの日』にむけて、親子で ｢こいのぼり｣
を作りました。
シールのうろこを自分で好きなところに貼ったり、
目を描いて完成させました。今回は、保護者の方
に新聞紙で ｢かぶと｣ を折ってもらいました。「ど
うだったかなぁ」と言われていましたが思い出し
ながら折ってくださいました。出来上がった「か
ぶと」を子どもたちは喜んでかぶっていました。
今年も元気に過ごせそうです！！

『戸外あそび』
春は戸外で遊んだり散歩にでかけるのに、いい季節
です。
お外が大好きな子どもたちは元気に楽しく遊んでい
ます。友だちと手をつないで歩くのもうれしくて…。
遊具で遊んだり、追いかけっこをしたり、笑顔いっ
ぱいのひよこルームの子どもたちです。

「ひよこルーム」は、平成２７年７月１日より地域型保育事業に移行しました。
地域のお子さんも受け入れ、「仕事と子育て」を両立できる環境を整えて、安心して仕
事に打ち込めるよう、働くお母さんを応援しています。
また、子供向けオンライン英会話「ハッチリングジュニア」をはじめ、「リトミック」など
保育内容も充実しています。

笠岡市事業所向けの健康チャレンジ『60日間6000歩チャ
レンジ！』に当法人が5チーム参加しました。
このチャレンジは健康増進が目的で平成29年10月1日～
11月30日の間、1日1人6000歩以上を目標に歩き、歩数
を記録するというものです。全チームが達成し、3月11日
の表彰式に参加しました。この取り組みで『今日は何歩歩
いた？』『まだ今日は目標達成できてないわ！』など職員
間のコミュニケーションの機会も増え、仲を深める良い
きっかけになりました。
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医療法人
緑十字会

また暑い夏がやってきました。ここ何年か猛暑という
言葉も聞き慣れ、蝉の大合唱が鳴り響くなか、出会っ
た方との会話も「暑いですね～」がとびかう毎日･･･。
海水浴や花火大会など楽しいことがいっぱいですが、
熱中症対策は万全にして楽しみましょう。冷たい物
の摂りすぎにもご注意を。 （M.M）
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私たちは地域に根ざした医療・福祉のサービスを提供いたします。
笠岡中央病院 老人保健施設 くじば苑・通所リハビリ
訪問看護ステーション くじば 居宅介護支援事業所　くじば
デイサービス くじば 笠岡市北木島診療所（※笠岡市指定管理者）

医療法人 緑十字会

医療法人　緑十字会

笠岡中央病院 診療日割表 TEL 0865-62-5121
FAX 0865-62-2706

午
　
　
　
前

受付時間 月 火 水 木 金 土

 
９：00

～

11：45

外　科 上田　祐造
（肛門科） 小野　泰生 上田　祐造

（肛門科） 小野　泰生 曽我部　興一 上田　祐造
（肛門科）

内　科 仙石　宣彦 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ― 仙石　宣彦

循環器内科 ― ― 治田　精一 ― ― ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次

小児科予防接種
（予約制） ― 竹迫　憲次

9：00～11：00 ― ― 竹迫　憲次
9：00～11：00 ―

整形外科 村尾　力矢 ― ― ― ― ―

皮膚科 ― 山本　佳子 ― ― ― 川崎医大
皮膚科医

歯　科 小野　達生 小野　達生 小野　達生
小野　裕子 小野　達生 小野　達生 小野　達生

午
　
　
　
後

受付時間 月 火 水 木 金 土

4：00

～

5：45

外　科 曽我部　興一 小野　泰生 小野　泰生 曽我部　興一 曽我部　興一

内　科 小野木　俊也 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 ― 竹迫　憲次

休

診

小児科予防接種
（予約制）

竹迫　憲次
4：00～4：30

竹迫　憲次
2：00～4：30

竹迫　憲次
4：00～4：30 ― 竹迫　憲次

2：00～4：30

乳児健診 ― 竹迫　憲次
3：00～4：00 ― ― 竹迫　憲次

3：00～4：00

整形外科 村尾　力矢 ― ― 長久　浩明
（4：30～） ―

歯　科
（2：30～） 小野　達生 小野　達生 小野　達生

小野　裕子 小野　達生 小野　達生

※2018年7月１日現在

初診受付
11：30まで

初診受付
５：30まで

★　日曜日、祝日は休診です。
★　歯科、皮膚科は、予約診療になります。初診、急患は随時診療いたします。
★　学会、出張などにより、変更させて頂く場合がございますので、ご了承ください。


