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むし歯ってどうしてできるの？

むし歯は、口の中のむし歯菌（ミュータンス菌）が、糖分を利用してプラーク（歯垢）をつくり、そこに細

菌が集まって歯のエナメル質を溶かす酸を作ることで、できていきます。『口の中のむし歯菌』『糖分』、

そして『歯にプラークを付けたまま時間が経過する』の3つの条件が重なって、むし歯ができるのです。

①歯の成分を維持する食べ物

主食、主菜、副菜をバランスよく食べ

る。

②歯を清潔に保つための食べ物・食べ方

食物繊維の多い食べ物をよくかんで食べる。

③歯にダメージを与える食べ物を控える
清涼飲料水など、砂糖のとり過ぎに注意。

シュガーレスガム・ノンシュガーチョコレート・キャン

ディよりも、おやつは1日1回、時間を決めて。
規則正しい生活と外遊びをしよう。

歯を守る生活

※天候の都合でメニューが変更になる
場合があります。ご了承ください。

キシリトールって歯にいいの？

キシリトールは食品添加物の甘味料で「糖アルコール」のひとつ
ですが、「避けられれば避けたほうがよい」添加物です。糖アル
コールを使用したものは虫歯の原因になりにくいのですが、糖類
が入っていれば、その効果はありません。シュガーレスの表示が
あるものでも、糖類についての表示義務が０．５％以上なので決
して０ではありません。
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歯みがきはいつから始めたらいい？

６月は歯の衛生月間です。乳児のころから歯磨きの習慣を
付けさせましょう。まだ歯の生えていない子も濡れたガーゼ
で歯茎などを拭き、口腔内を清潔に保ちましょう。

前歯が生えたら歯磨きスタート

歯みがきを始める目安は、6～8か月くらいで下の前歯が生え始めたと
き。この時期は離乳食を初めて間もない頃で、それほど歯が汚れている
こともありません。だ液の自浄作用が、口の中を清潔に保ってくれます。
汚れをとるというよりも、歯ブラシを使うことに慣れさせるかんかくでOK。

下の前歯2本（6～8か月）
まだそれほど歯は汚れないので、湿らせた
ガーゼでつまむようにぬぐうだけで十分。ま
ずは歯ブラシの感触に慣れさせていきます。

上下の8本（1歳頃）
上の前歯が生えてくると、歯に汚れが付
くようになります。少しずつ歯ブラシで
歯の根元をみがき、歯みがきの習慣をつ

天候の都合でメニューが変
更になる場合があります。

ご了承ください。
離乳食後期のお子様のおや
つは、内容が異なる場合が

あります。


