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やアーチの形の歪みが、癖による圧力と一致した状態

で見られれば、その癖が原因で歯列が歪んでいる可能

性が示唆されます。

　歯列のアンバランスは咬み合わせのずれ

を生じ、外見からも顔面の非対称がはっき

りわかる程度になることもあります。咬み

合わせがずれると、それに合わせて体の方

もバランスをとろうとします。そうした日

常的な好ましくない無意識の動きが全身の歪みの原因

になっている場合もあります。

　力のアンバランスを改善する方法としては、まず体

を歪ませてしまうような癖、生活習慣がないかどうか

を振り返り、心当たりがあると気づいたら、改善する

ように心掛けることが最も重要です。

　その後に、咬み合わせの治療や矯正治療などによる

改善を考えてみましょう。

　特に成長期にあるお子様に対しては、周囲の大人が

そのような癖がないか一度さりげなくチェックし、必

要があれば注意を促してあげましょう。

　歯列には、さまざまなかたちが見られますが、左右

対称的でＵ字状のアーチ（歯列弓）形が最も安定がよく

望ましい形とされています。

　アゴに加わる力は、歯列に表れ、アーチの歪
ゆ が

みは、

顔になんらかの力が加わっていることを表しています。

ここでの「力」とは、日常的に無意識に行い習慣になっ

ている、例えば、頬
ほ お

杖やうつ伏せ寝、頬に手を当てて

寝る癖、指を吸う癖、舌を咬
か

む癖、唇を巻き込む癖、

歯ぎしり、片側だけで咬む癖などです。

　歯は横からの力の方が影響を受けやすく、また「持続

的で弱い力」によって動くため、日ごろのなにげない癖

の長期間に渡る持続した力は驚くほどアーチを歪ませ

ます。

　アーチを診査することによって、例えば、頬杖は犬

歯の後ろの歯から奥歯の付近にかけてＶ字型に陥
か ん お う

凹す

ることが多く、横向き寝は枕の当たり方によって、多

くは犬歯から奥歯にかけて一直線に中に入り込み、う

つ伏せ寝は横向き寝よりも前方、すなわち前歯から中

間あたりの歯にかけて一直線に入るなど、歯軸の傾斜

　健康で生き生きとした生活が送れるように、お

いしく食べて、楽しく運動をしましょう！

とき・ところ／　　　　　

　新治保健センター（全３回）

　　８月２日（火）、９月６日（火）、10月４日（火）

　都和公民館（全３回）

　　９月２日（金）、10月７日（金）、11月４日（金）

　いずれも午前10時から11時30分まで

　（９月６日、10月７日は午前10時から午後１時まで）

対象者／市内に居住している60歳以上の方

内　容／認知症予防や食事に関する講話、調理実

習、運動など

講　師／医師、保健師、栄養士など

定　員／30人（先着順）

申込方法／電話で

◎他の地区公民館でも開催します。「みんなの健

康づくり便利帳」をご覧ください。

７月のけんこう

土浦市特定不妊治療費助成事業

頬杖、うつ伏せ寝などの癖
土浦市歯科医師会

三輪康子（三輪歯科医院）

健康増進教室

健康増進課（土浦保健センター　826-3471）

■７月のけんこう

申問

　転倒予防のための適切な足の手入れ、靴の選び

方などを実施します。

と　き／７月８日（金）　午前10時～11時30分

ところ／新治保健センター

対象者／市内に居住している

　60歳以上の方

講　師／内田みさ子さん（土浦

　協同病院　糖尿病看護認定

  看護師）ほか

定　員／30人（先着順）

申込方法／電話で

フットケア教室

　市は、平成23年度から特定不妊治療（体外受精

および顕微授精）を受けた方に、治療費の一部を

助成しています。

対象者／茨城県不妊治療費助成事業の

　交付決定を受けている方

助成額／１回につき限度額５万円

助成回数／10回まで（初年度は年３回

　まで、２年度以降は年２回まで）。

　通算５年間助成

※申請方法など、詳しくはお問い合

　わせください。

と　き／７月15日（金）

　午前10時～正午、午後１時～４時

ところ／イオン土浦ショッピング

センター（上高津367）

献 血献 血
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　　再生紙を使用しています

　　　　 環境に優しい大豆インキを使用しています

　　

　　　　 環境に優しい大豆インキを使用しています

休日当番医 診療時間／午前９時～午後４時　必ず電話で確認してから受診してください(保険証を忘れずに)。
休日緊急診療テレホンサービス（824-9155　土・日、祝日のみ)でも案内しています。

７月 内　　　　科 外　　　　科 産　婦　人　科 歯　　　　科

３日（日）
永 井 医 院 あくつ整形外科 中山産婦人科医院 加茂歯科医院
842-3826 乙 戸 841-4665 中荒川沖町 822-3852 川口一丁目 824-5117 永 国

10日（日）
荒川沖診療所 東郷クリニック 石川クリニック みなと歯科クリニック
843-0859 荒川沖南区 843-7770 荒川沖東三丁目 821-2587 大 町 835-3480 港町一丁目

17日（日）
大石内科クリニック 県 南 病 院 土浦産婦人科 とうざき歯科クリニック
835-0014 大 岩 田 841-1148 中 821-0068 中央一丁目 822-7700 東 崎 町

18日（月）
あおき内科クリニック 岡田整形外科クリニック 鈴 村 医 院 茂木歯科医院
825-8181 木 田 余 825-3377 木 田 余 821-0174 大 町 821-0735 真鍋一丁目

24日（日）
宮﨑クリニック 黒井整形外科医院 岡野産婦人科医院 都和歯科医院
830-6800 藤 沢 826-2210 飯 田 851-2431 つくば市梅園 832-2223 並木五丁目

31日（日）
新 治 診 療 所 伊野整形外科医院 柴田マタニティクリニック 飯坂歯科医院
862-4668 下 坂 田 821-6028 真鍋六丁目 821-0154 桜町四丁目 823-5383 城 北 町

緊急のときの問合せ先／茨城県救急医療情報コントロールセンター(029‐241‐4199　年中無休24時間対応　歯科の案内は行っていません)
お子さんが急な病気で心配なときの問合せ先／
　茨城子ども救急電話相談（029‐254‐9900　毎日…午後６時30分～11時30分　日曜日、祝日、12月29日～１月３日…午前９時～午後５時）

健康相談 と　き 受付時間 ところ

医師による健康相談(予約制) 13日 ９：00～11：30

土浦保健センター(826-3471)栄養相談(予約制) 12日 13：00～16：10

こころの相談(予約先　障害福祉課　826-1111　内線2343) ５日 13：00～15：00

高齢者健康相談※

14日

10：00～11：30

つわぶき(831-4126)

22日 湖畔荘(828-0881)

28日 うらら(827-0050)

母と子の健診と相談 と　き 受付時間 ところ

４か月児健康診査(平成23年３月生まれ) 13日・14日 13：00～13：50

土浦保健センター(826-3471)

10か月児育児相談
(平成22年９月生まれ)

１日～15日生まれ
19日

９：30～10：00

16日～30日生まれ 13：00～13：30

１歳６か月児健康診査(平成21年12月生まれ) ６日・７日
13：00～13：50

３歳児健康診査(平成20年４月生まれ) 20日・21日

母と子の歯科健康診査(平成21年４月生まれ・予約制) １日 13：15～15：30

赤ちゃん身体計測
１～６か月児 11日

９：00～10：00
７～11か月児 ４日

マタニティ教室（おおむね７か月以降の妊婦・予約制）５日・12日 ９：45～10：00

離乳食教室（おおむね６～７か月児・予約制) １日 10：00～10：15

機能訓練 と　き 受付時間 ところ

ふれあい教室 ７日 13：00～13：30 土浦保健センター(826-3471)

次回「広報つちうら」７月上旬号は、７月１日(金)発行予定です。

■７月の健康相談

※新治総合福祉センターの高齢者健康相談は、天井補修工事のため中止します。


