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図4　植毛部はスーパーテーパード毛。

図1　Systema AX

図5　歯列不正。転位した8番。 図6　半萌出の8番。ヘッドが薄く、スリム・
ロングネックのため歯ブラシを届かせやすい。

図2　超薄型コンパクトヘッド。

図3　ヘッドのサイズは2種類。
左、中央：Systema AX 44（M・H）
右： Systema AX 45M
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はじめに

　人生100年、生涯にわたり歯や口の
健康を守る基本としての「セルフケア」
が重要性を増しています。
　本稿のテーマである歯ブラシはセル
フケアの中心的清掃用具ですが、果た
して多くの人が自分の口にあった歯ブ
ラシを選びきれているかというと、甚
だ疑問が湧いてきます。また、その意
志はあってもどれを選ぶべきか迷って
いる人も多いはずです。
　だからこそ、ブラッシング指導を行
うプロである歯科衛生士は、現在市場
にでている様々な歯ブラシに関心を持
つとともに、それぞれ特徴を理解し、

患者さん一人ひとりにあった適切な歯
ブラシ＝とっておきの1本を選び、使い
方を伝える必要があると思います。
　本稿では、ライオン独自の技術を活
かした「超薄型コンパクトヘッド＋
スーパーテーパード毛」の歯ブラシ
「Systema AX」（ライオン歯科材）に
焦点をあて、その特徴とそれを活かし
た使い方、指導例をご紹介します。

1. 歯ブラシを選ぶ際の重要
事項

　以下に歯ブラシを選択する際の重要
事項をあげます。
① それぞれの製品の利点・欠点を知る

　以下の6つの角度から各種歯ブラシの
特徴を把握し、利点・欠点を自分なり
に考察しておくとよいでしょう。

a. 毛先の形状は？（ラウンド、テーパー
ド、スーパーテーパード？）

b. 硬さの種類は？

c. ヘッドの大きさは？（幅？、長さ？、
厚み？）

d. ネックの長さ・細さは？

e. 毛のコシは？

f.  価格は？
② その患者さんに「あう歯ブラシ」は
その時々で変化することを前提に考える
　 患者さんの口腔内は、ライフステー
ジ（小児期、成人期、妊娠期、老齢期）、
口腔内の治療状況や歯科疾患の進行状

患者さんに適切な歯ブラシを
選択するために
～超薄型コンパクトヘッド歯ブラシの
                                特徴と適応例から～
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キーワード：ブラッシング指導／歯ブラシの選択の「方程式」／
　　　　　   超薄型コンパクトヘッド歯ブラシ
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図9  ラウンド毛とスーパーテーパード毛の適応例の違い。

図7　舌側にも到達性が良い。 図8　ラウンド毛とスーパーテーパード毛。

MAXIMA  →  ラウンド毛
縁上プラーク・小窩裂溝にプラークが多い方

Systema AX  →  スーパーテーパード毛
歯周ポケット内プラーク・歯間部プラークが多い方

Clinical Report

態によっても変化します。その時々で
患者さんにあった歯ブラシを選び直す
ことも必要です。
例）歯周病なら
・歯周病が重度、ブラッシングで痛み
が出やすい時期には「やわらかめ」
・炎症がおさまってきたら「ふつう」
のかたさに変更するなど
③ 歯ブラシを選択するための「方程式」
を使う
　上記を考慮しつつ、患者さんの口腔
の状態とブラッシング習慣を加味して
選びます。

　 
患者さんの口腔（口の大きさ、歯

     並び、歯周病）の状態＋患者さん

     のブラッシング習慣の把握＝適し

     た歯ブラシを選択

2. 超薄型コンパクトヘッド
歯ブラシの特徴を学ぼう：
「Systema AX」の場合

　ライオン歯科材（株）の「Systema 

AX」（図1）には、以下の特徴があります。
① 超薄型ヘッド（2.6mm）（用毛部分

も含めてもコンパクトな厚み）（図2）
② ヘッドのサイズは2展開：44（M・H）、

45（M）（図3）
③ スーパーテーパード毛（図4）
④ ストレートハンドル・ネック
⑤ スリム・ロングネック
⑥ ハンドルにラバーが採用されてお
り、滑りにくい

3. 「Systema AX」の特徴を
活かした使い方

① ヘッドが超薄型であることの利点を
活かす

a. 狭い口腔、歯列不正、転位した8番、
骨隆起など通常の歯ブラシが届きにく
い部位にもヘッドが超薄型であるため
届きやすい（図5、6）。

b. 超薄型ヘッドのため、舌側にも歯ブ
ラシの到達性が良い（図7）。
② ヘッドのサイズを選べるという利点
を活かす
　「Systema AX」のサイズは前述の通
り2種類あります。患者さんによってど
のように磨いてほしいかやブラッシング
の効率から考慮してヘッドの大きさを使

い分けるとよいでしょう。
・AX 44（M・H） ：口腔内全体を磨く時
や超薄型ヘッドが推奨されるような狭
い口腔でプラークコントロールの効率
を重視する際に選択。
・AX 45（M） ：さらに小さい超コンパ
クトヘッド。ヘッド幅が少し広く歯面
上で安定しやすく、一歯ずつ丁寧に磨
きたい方、8番や臼歯遠心などのポイン
ト磨きに適しています。
③ スーパーテーパード毛の特徴を活かす
　一般的に歯ブラシの毛先には図8

に示すようなラウンド毛とスーパー
テーパード毛があります。前者の例
はライオン歯科材（株）の「DENT.

MAXIMA」です。今回の「Systema 

AX」は後者です。「DENT.MAXIMA」
と「Systema AX」は毛先の形状以外
の超薄型ヘッドなどの特徴はほとんど
同じですが、毛先の形状によってその
用途は変わってきます。
　図9に示すようにラウンド毛は比較的
歯肉が健康な方の縁上プラークや小窩
裂溝に、スーパーテーパード毛は歯周
病の方の歯間部や歯周ポケット内のケ
ア清掃にむいています。
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図11　歯ブラシの到達性を重視し、市販の歯
ブラシからSystema AX 44Mに変更。

図13　ブラッシング指導前後のPCR検査の結果と歯周ポケットの変化。歯ブラシ1本で磨くこと
で大幅な改善が見られた。

図14　鏡を見て、毛先があたる感覚を覚えて
もらうことが大事。

図12　7月（指導後）の口腔内。

図10　4月（指導前）の口腔内。
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Systema AXのみでブラッシング
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4. 「Systema AX」活用事例

症例1　口蓋側・舌側に多量のプラー
ク付着が認められた症例　「Systema 

AX 44M」活用例
初診時の状態：患者　42歳、女性。
主訴：歯肉の痛み、歯石、着色の除去。
口腔内とブラッシング状況：唇側のプ
ラークコントロールは良好ですが、舌・
口蓋側に多量のプラーク付着があり、
歯石沈着量も多かった患者さんです
（図10）。特に下顎舌側の歯石沈着が目
立ちます。上顎口蓋側は特に歯間部に
プラークが多く付着していました。ご

本人によると、1日2回朝晩、磨いてい
るとのことですが、歯みがき圧が強い
ようです。
これまでのブラッシング法：歯ブラシ、
歯磨剤は市販のものを使用。歯ブラシ
はテーパード毛を使っており、鏡をみ
て磨いていないとのこと。また、舌側、
口蓋側はほぼ磨いていないそうです。
歯ブラシもパームグリップで握ってい
るため、歯みがき圧も強くなっていま
した。
口腔衛生不良の原因・考察：歯面に毛
先があたっていないこと、舌側口蓋側
を磨く習慣がなかったため、舌側、口

蓋側に集中して歯石が沈着していると
考察しました。
ブラッシング到達目標：舌・口蓋側と
上顎臼歯部頰側のプラーク量を減らす。
指導内容　4月の指導（図11）：舌・口
蓋側、上顎臼歯頰側は歯ブラシの到達
性でプラークコントロールに差が出る
ため、市販の歯ブラシからSystema 

AX 44Mに変更。
歯ブラシをSystema AX 44Mに変更
した理由：
① 元々、舌側を磨く習慣がない方は、
ヘッドに厚みがあると舌への不快感に
慣れず、その後のブラッシング行動に

2021/4/5　歯ブラシ：Systema AX44
　　　　　歯磨剤：SP-Tジェル  （4/13に指導）

2021/7/21　歯ブラシ：Systema AX44　（6/16より）MAXIMAに変更　 （上顎口蓋側のみAX使用継続）
　　　　　　歯磨剤：SP-TジェルとBrilliant more W
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図15　他の患者さんに見られる正常な上唇小
帯の位置。

図17　この部位には超薄型超コンパクトヘッ
ドが磨きやすい。AX 45Mを選択し、丁寧に
磨く。

図16　この患者さんの場合、図15の例と比較して上唇小帯が高位にあるため歯ブラシが届
きにくく、プラークが残留。小帯をまたぐストロークは不可能と判断。

図18　小帯で左右を区切り1歯ずつ磨く。
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影響が出るため、超薄型ヘッドの歯ブ
ラシが適している。
② 上顎臼歯頰側の指導の際は、長くて
細いネック・ハンドルが歯ブラシの到
達性を高める。
③ 歯間部プラーク付着量を減少させ
るためには、歯間部への毛先の到達を
考えラウンド毛ではなくスーパーテー
パード毛が適していると考える。
　まずは歯ブラシ1本で口腔内全体を
磨く練習をすることにしました。その
ためにも鏡をみて磨くこと、歯ブラシ
は直角にあてること、大きいストロー
クになりすぎぬよう一度に3歯くらい
を磨くようイメージして、力でプラー
クを落とすのではなく毛先をあてるこ
とを指導。把持法をペングリップに変
更し、力をかけすぎないようにするこ
と、歯間部に毛先が入り込むように意
識して磨くようお伝えしました。
指導結果：舌・口蓋側を磨くことが習
慣化され、プラーク付着量は減少しま
した（図12）。特に上顎臼歯部口蓋側の
歯間部は磨きにくくプラークが残りや
すい部位ですが、スーパーテーパード
毛の毛先が歯間部に入り込むことで歯

間部プラーク量も減少しました。元々、
鏡を見る習慣がなかったこと、歯磨圧
も強いなど、基礎的なブラッシング行
動から指導を開始し、磨きやすい歯ブ
ラシに変えたことで口腔内が改善され
ました（図13）。
ワンポイントアドバイス：毛先をあて
ることが難しい部位には鏡！
　舌側・口蓋側など毛先をまっすぐに
あてることが難しい部位には必ず鏡を
みて操作してもらうこと。術者磨きを
行った上で、自分磨きを習得してもら
い、毛先があたる感覚を覚えてもらい
ます（図14）。

症例2　高位に付着した上唇小帯への対
応策：「Systema AX 45M」活用例
初診時の状態：患者　50代、女性。
主訴：左下　歯の痛み。
口腔内とブラッシング状況：上顎両側

1番の歯頸部にプラークが残留してい
る。上唇小帯が高位に付着しており、
歯ブラシが届きにくい（図15、16）。
指導内容：上唇小帯が高位なため、小
帯をまたぐようなストロークは不適と
判断しました。そこで、「Systema AX 

45M」を選択し、小帯で左右を区切り
一歯ずつ磨いてもらうことにしました
（図17、18）。

おわりに

　ブラッシング指導で患者さんの口腔
内に変化が起きるかどうかは、私達歯
科衛生士の伝え方やセルフケアグッズ
の選び方一つで大きく変わります。
　筆者もかつて「指導をしたはずなの
に患者さんの口腔状態が改善しない…」
と悩み試行錯誤した時期がありました。
けれどもセルフケアグッズについて再
度学び直し、患者さんへの伝え方を工
夫してくことで患者さんの行動変容に
結びつくケースが増えていきました。
　冒頭でも述べた通り、歯科衛生士と
して市場に登場してくる製品一つひと
つに関心を持ち、それがどのような方
にむいているかを研究し続けることは
プロとしてとても大事なことであると
思います。
　本稿が皆様の歯ブラシ選択の参考に
なれば幸いです。
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