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●実践から生まれた実用英会話
外国人居住者が増え，歯科医院を訪れる外国人の患者さんも増えています．
診療室で，患者さんの言いたいことがわからない，こちらの言いたいことがうまく伝わらない，という経験はありませんか？
本書は，実際に歯科医院で交わされた会話のなかから生まれた，歯科医院での英会話を治療内容ごとにまとめた実用的な1冊です．

●中国語にも対応！ 指さしだけでわかる・わかる「Dental Touch & Talk」
問診票，抜歯後の注意，薬の説明書，診療室や学会での挨拶もわかりやすく記載しています．また，発音しなくても指さしだけで
説明が可能な「Dental Touch & Talk（英語版・中国語版）」が役に立ちます．

●シャドウイングCDでレッスン！
耳で聞き，後追いで発音することで英会話が習得できるシャドウイングCDが付いています．
目で読んで，耳で聞き，発音する．相乗効果で英会話の習得できます．

患者さんとのコミュニケーション，言葉の壁で悩んでいませんか？

歯科医院での
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ブラッシング指導
Tooth Brushing Instructions
ブラッシング指導
Tooth Brushing Instructions　 131313

Cl Mr. Morgan, we are going to practice brushing your teeth today.
 モルガンさん，今日は歯磨きの練習をします．

Cl First, I will put some colored dye onto your teeth, which will react to 
the plaque.

 初めに歯についている汚れを染め出し液で染め出します．

Cl As you can see, the plaque of your teeth has been dyed red.
 歯に汚れがついているところは，赤く染まっています．

Cl This means they were not brushed, because the brush did not 
reach there.

 ここには歯ブラシが届いていないので，磨けていませんね．

Pt Wow! They went really red. How should I brush them?
 うわ～！真っ赤ですね．どうやって磨けばいいですか．

Cl Please hold this brush like a pencil, and put it vertically to the face 
of the teeth, like this.

 この歯ブラシを鉛筆持ちに持って，このように，歯の面に垂直に当たるようにします．

Cl And move it right to left with a short stroke to clean the dirt.
 このまま左右に小刻みに動かして汚れを落とします．

Cl Then where the brush reaches is going to
 be cleaned.
 歯ブラシが当たったところはこれで汚れが取れます．

Pt Is this right?
 これでいいですか．

Cl You are doing it a little too hard. You should do it more softly.
 ちょっと力が入りすぎていますね．もう少し力を抜きましょう．

Cl The most difficult place to brush is between the teeth.
 難しいのは，歯と歯の間です．

Cl When you brush there, you need to push in the tip of the brush 
between the teeth.

 このように歯と歯の間に，歯ブラシの毛先を突っ込むようにして下さい．
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Cl Then, keep it is that place, and brush there with a vibrating motion.
 そうしたら，その位置で振動させるようにして下さい．

Pt It was a bit sore, but I feel very refreshed.
 ちょっと痛いけど，すごくすっきりして気持ちがいいです．

Cl According to your present gum condition, you need to brush them 
for more than ten minutes once a day.

 今の歯肉の状態では，１日１回，10分以上時間をかけて歯磨きをする必要があります．

Cl Then the condition of your gums will get better.
 そうすると歯肉がだんだん良くなってくると思います．

Pt More than ten minutes?
 え～！10分ですか．

Cl It’s hard to stand at a washstand, so you can sit in front of the TV.
 洗面所に立って磨くのはしんどいですから，テレビを見ながら座って磨くといいですよ．

スウェーデンでの話（その1）
　週末や夏期休暇中に急病になっても，ドクターが休暇中で国内に不在．病院内のドクターの体制は，

稀薄．

　したがって，ドクターが休暇中に病気になったら，耐え忍ぶか，死を待つしかない？

単  語

instructions：指導
practice：練習する
dye：染料
react：反応する
plaque：歯の汚れ，プラーク
mean：意味する
reach：届く
vertically：垂直に
stroke：（ブラシの一回に磨く）行程
dirt：汚れ

tip：先端
vibrating motion：振動運動
sore：ヒリヒリする
according to ...：…によれば
present：現在の
condition：状態
once：１回（twice  ２回，three times  ３回）
get better：良くなる
washstand：洗面台
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We need to take an X-ray of your tooth.

レントゲ
ンを撮り

ます

Does it hurt?

痛いです
か

Yes

What brought you here today?

どうしま
したか

問診

Yes

You have hyperesthesia.

知覚過敏
です

I’m going to apply some medicine.

薬を塗り
ます

I’m going to use a laser.

レーザー
を照射し

ます

知覚過敏
Hyperesthesis

It seems that the nerves of your 

tooth are infected.

虫歯が神
経まで進

行してい
ます

I’m going to numb your mouth.

麻酔しま
す

I’m going to remove the nerve.

神経を取
ります

I’m going to treat the root of 

your tooth.

根の治療
をします

I’m going to sterilize.

消毒しま
す

I’m going to apply the final 

medicine.

最終的な
薬を詰め

ます

根管治療
Root canal treatment

Your tooth has a crack.

ひびが入
ってます

I’m going to adjust your 

tooth alignment.

噛み合わ
せを調整

します

I’m going to remove the 

crown.

冠を外し
ます

There will be some vibration.

響きます

Please see how it goes.

様子を見
て下さい

破折 Cracked tooth
You have swollen gums.

歯茎が腫
れていま

すね

There is pus.

膿が溜ま
っていま

す

I’m going to give you an 

anesthetic.

麻酔しま
す

I’m going to make an incision.

切開しま
す

I removed the pus.

膿を出し
ました

I’m going to rinse the site.

洗浄しま
す

I’m going to apply some 

medicine.

薬を入れ
ておきま

す

歯茎が痛い
Gum disease

You have a cavity.

虫歯です

I’m going to drill your cavity and fill it.

歯を削っ
て詰めま

す

I’m going to grind your tooth and take an 

impression.

歯を削っ
て型を採

ります

I’m going to cement the crown.

銀歯をセ
メントで

付けます

虫歯 Cavity

診察室 1

Are your teeth sensitive?

歯がしみ
ますか

Please have a seat over here.

この席に
座って下

さい

I will put an apron on you.

エプロン
をかけま

す

I’m going to put your seat back.

椅子を倒
します

Is the angle of the seat comfortable?

椅子の角
度は良い

ですか

If the pain is too much, please raise your left hand.
痛かった

ら左手を
挙げて下

さい

Do you feel OK?

気分は悪
くないで

すか

I’m going to raise your seat.

椅子を起
こします

Please rinse your mouth.

うがいを
どうぞ

I will take off your apron.

エプロン
を外しま

す

Today’s treatment has finished.

今日の治
療は終わ

りました

Please wait in the waiting room.

待合室で
お待ち下

さい

Please bite firmly to apply pressure to extraction site for 30 

minutes with the gauze to stop bleeding.

血を止め
るために

ガーゼを
30分噛ん

で下さい

It takes much more time to stop bleeding in the case of gum 

disease and  wisdom tooth.

歯周病や
親知らず

の場合は
血が止ま

りにくい
です

The anesthetic effect generally lasts for 2~3 hours.
麻酔は2

～3時間
効いてい

ます

If you still feel pain after the anesthetic wears off, please take 

the prescribed painkillers.

麻酔が切
れて痛み

がある時
は痛み止

めを飲ん
で下さ

い

Be careful not to rinse your mouth hard, because it may wash 

away the congealed blood and lead to more bleeding.

固まった
血が取れ

て再び出
血するこ

とがある
ので強

くうがい
をしない

で下さい

Don’t take a bath for a long time, but a shower is OK.
長湯はい

けません
がシャワ

ーは大丈
夫です

Refrain from alcohol or active sports.

アルコー
ルや激し

い運動は
避けて下

さい

Please feel free to contact us if you have any concern.
何か心配

事があれ
ば連絡し

て下さい

診療室アシス
タント Consultation assistant

抜歯後の
注意 Post-operative care instructions for dental extraction
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本文からシャドウイング用に重要表現として各項目から120文を抜粋しました（❹はありません）．

1  Handling Calls at Reception/受付での電話応対　 20

 1 Hello. This is Tsuchida Dental Clinic.
 はい，土田歯科医院です．

 2 Could you describe your problem?
 どうされましたか．

 3 Which tooth aches, the upper or lower?
 どのあたりが痛いですか．上ですか，下ですか．

 4 When does it hurt?
 どういう時に痛いですか．

 5 We are booked up today.
 今日は空き時間がありません．

 6 Have you been here before?
 当院は初めてですか．

 7 May I have your name and number?
 お名前と電話番号をお願いします．

 8 Your appointment has been made for the 19th, at 9:00 a.m.
 19日の午前９時で予約をおとりします．

 9 We’ll see you then.
 お待ちしています．

2  Service at Reception/受付での初診応対　 21

10 Do you have your insurance card?
 保険証をお見せ下さい．

11 Would you fill out the health history questionnaire?
 この問診票にご記入いただけますか．

＊シャドウイング：英語を聞くそばから，影（shadow）のように後から追いかけて口に出し，
同じように発音し真似する英語学習法．
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歯科にまつわる海外のエピソード
を楽しく紹介したコラム．

重要単語は赤文字．
その意味は？
ポイントとなる箇所と
単語の意味を
理解しやすく解説．
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単語の意味を
理解しやすく解説．
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重要表現については
シャドウイング用に
編集してCD化．

重要表現については
シャドウイング用に
編集してCD化．
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