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糖尿病患者に歯科治療を
行う際の判断基準

周藤　まず兵庫先生の診療範囲からお
聞かせください。
兵庫　基本的に生活習慣病一般を扱い
ますが、そのなかで生命予後にもっと
も重要な肝臓病と糖尿病を合わせて管
理して最終的には「健康長寿に結びつ
く」というコンセプトで診療していま
す。現在は、過栄養・運動不足が原因
の欧米タイプの糖尿病が増えていま

す。この場合、糖尿病＋脂肪肝、脂肪
肝炎が同時に進行していくため一括管
理が重要になります。
周藤　糖尿病と歯周病の相関性につい
てはいかがお考えでしょうか。
兵庫　私たちの間でも歯周病が動脈硬
化をはじめ肝臓にも糖尿にも悪い影響
を及ぼすことへの理解は急速にひろ
がっています。ですから、従来の食事・
運動・便通管理に加え、歯周病管理を
行ったうえで、薬物療法にはどんなも
のがあるのかを考えながら治療を組み
立てるようになっています。
周藤　糖尿病でHbA1cが8％を超えた
方の場合、当院では外科処置を控える
ようにしています。その際、私たちは
「HbA1c 7％未満になるようコントー
ルしてください」と安易に言ってしま
いますが、実際糖尿病の先生にとって
は大変なことではないでしょうか。
兵庫　HbA1cの数値が高ければ周術期
の血糖コントロールを良くするため
に、その時期だけインシュリンなどを
併用して治るまで専門の先生に血糖コ

ントロールをお願いするということが
一つと、外科処置などを行った際に、
血糖値が高い状態で放置しておくと傷
の治りが悪いとか感染症のリスクにつ
ながりますが、逆にその時の血糖値だ
けをコントロールする、つまり血糖値
はその時点の状態を表す指標であるこ
とを理解し、うまく使い分けることが
が重要です。ただ、HbA1cが8％とい
うことは、歯科領域だけでなく、網膜
や腎臓などいろんな臓器も悪くなって
いる可能性があるので、歯科治療を急
ぐべきかよく検討する必要はあると思
います。
周藤　緊急の抜歯処置などが必要な場
合、その時だけ数値をコントロールす
るだけで治癒は問題ないのでしょうか。
兵庫　緊急処置の際に血糖値を下げる
のは、高血糖刺激やそれにまつわる傷
つきにくさですから、酸素がないとこ
ろに限定的に酸素を供給して傷が治る
まで良い環境に整えて、傷が治ったら
少し悪い環境になっても耐えられる、
という考え方です。

広島市開業 
兵庫内科・肝臓糖尿病クリニック 
院長 兵庫 秀幸

 医科・歯科特別鼎談

「こんな時どうする？」生活習慣病への対応、薬剤投与のポイントなど

“歯科で感じるギモン”を医科の先生に伺いました
　　　　　　　　兵庫 秀幸（内科）×正路 晃一（泌尿器科）×周藤 巧（歯科）
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周藤　なるほど、ではその時だけ血糖
値を下げることは治癒に対しても効果
があるということなのですね。
兵庫　本来は継続的な治療で段階的に
改善していく方が良いのですが、緊急
処置が必要なケースではそうした方法
もあります。時間に余裕がある待機手
術の場合は、専門の先生が目標を達成
した後に手術を行い、時間がなく緊急
手術が必要な場合はその前後の血糖管
理は厳格に専門の先生にしていただく
という方法です。
周藤　以前私が大学病院で有病者歯科
を行っていた際は「HbA1c 8％以下で
ないと外科処置は禁忌」とされていま
したが、基準となる数値はありますか。
兵庫　高齢化とともにHbA1cの数値も
年齢や状況に応じて目標値を変えてい
く時代になっています。HbA1cだけを
ターゲットにして糖尿病を診るのであ
れば、6.5%から糖尿病で、人間ドック
などでは5.5％までを基準値にしていま
す。5.5～6.4％の場合は「気をつけて
ください」という注意喚起、6.5％を超
えると「糖尿病の可能性が高いので精査
を受けてきちんと診断してもらうよう
に」、という状況になっています。さら
に糖尿病治療を受けている人は、若い方
で長期予後を良くしたい場合は6%未満
が目標値になっています。ただ、糖尿病
としての診断基準は6.5%ですが、6～

6.5%のいわゆる糖尿病予備軍の方も血
管合併症や臓器障害が進行することが
分かっていますので注意が必要です。糖
尿病と診断されなければ自己努力する
人も少ないですから、放置しておくうち
に病気が進行することになります。良好
の状態を維持する場合は6～7%くら
い、高齢で低血糖の心配がある方の場合
は8%と、分かりやすく数値で糖尿病治
療を考える、さらに人がそれぞれに持っ
ている糖尿病合併症の状況や年齢、性格
も加味して考えるという治療法になっ
ていますから、一律の基準を設けるのは
難しいところです。

抗生剤の投薬量や
タイミングについて

周藤　では続いて正路先生の診療範囲
について教えていただけますか。
正路　私自身もともとはがんが専門
で、大学病院では他に感染症、排尿障
害、小児疾患を担当していましたが、
市中病院では泌尿器科一般を診療して
きました。歯科との関わりで言えば、
ビスフォスフォネート（BP）製剤や
デノスマブなどの薬剤の使用時に連携
することが多いですね。
周藤　実は泌尿器科について私はあま
り知識がなくて…、腎臓も診療範囲に
入るのでしょうか。
正路　泌尿器科は、上は副腎から腎、
尿管、膀胱、尿道といった尿の通り道
と男性器が診療範囲です。ざっくりと
男性の尿路および生殖器、女性の尿路
が主な扱いとなります。そのうち腎臓
は泌尿器科と腎臓内科で診療する臓器
になります。消化器外科と消化器内科
の関係と同じような関係でしょうか。
周藤　歯科では抗生剤の予防投与を頻
繁に行いますが、私を含めた歯科の先
生は医科に比べて薬に関する知識が乏
しいと感じています。タイミングや量
についても、3日分、4日分、毎食後、就
寝前など、ルーティンワークで安易に
処方してしまっていると思うのですが、
本来は排泄機能や代謝機能を考慮して
量や種類を決めるべきですよね。例え
ば糖尿病のコントロールが良くない方
にどうしても観血的処置が必要で、ペ
ニシリン系の薬を処方する場合、「こ
ういう時は減薬した方がいい」などの
アドバイスがあればお願いいたします。
正路　歯科では血液検査をされないこ
とが多いとお伺いしましたが、厳密に言
うとペニシリン系抗生剤もクレアチニ
ン・クレアランスに応じて減量を行いま
す。ただ、投与する抗生剤は様々な種類
があり、個々の投与量は覚えきれないの
で、必要に応じてその都度インターネッ

トで調べるようにしています。
周藤　ありがとうございます。歯科の
場合、現状では血液検査が難しいこと
もあって、「健常者で体重が○キロだ
から投与量はこのくらい」とアバウト
に処方していることもあり、今後注意
が必要と感じています。
正路　しかし実臨床上は予防目的の単
回や短期間投与の場合、ペニシリン系
だと通常量の投薬で問題はほとんどあ
りませんよね。
兵庫　ほとんどのケースは通常量で大
丈夫だと思います。患者さんご自身も
悪いかどうかは分かっていますし、悪
い人は抗生物質と鎮痛剤などには注意
するように言われていますから…。さ
らにリスク回避を行うのであれば、診
療後に「次回来院時に血液検査の結果
を持ってきてくださいね」と受付でお
伝えしてデータを共有するのが良いと
思います。

広島市開業 
広島駅前泌尿器科クリニック
院長 正路 晃一

広島市開業 
広島すとう歯科・歯周病クリニック
院長 周藤 巧
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周藤　たしかに血液検査のデータをお
持ちの方は多いですから、初診の際に
「歯科でも血液データが必要」とアナ
ウンスすることは大事ですね。

抗生剤は適用を見極めた
選択が必要

周藤　私の場合、抗生剤の第一選択は
ペニシリン系で、第二選択はマクロライ
ド系のジスロマックを使うことが多いの
ですが、以前の勤務先の口腔外科出身の
先生から「耐性菌ができて医科の先生が
困るからマクロライド系をあまり多用し
ないように」とアドバイスを受けていま
した。実際はいかがでしょうか。
兵庫　肝臓は元来強い臓器ですから、
よほどの場合でない限り心配はしてい
ません。脂肪肝、脂肪肝炎と歯周病菌

P.g菌がいる人に対してアジスロマイ
シンを投薬することで、歯周病菌が肝
臓に入って悪さをするのを防御するた
め、歯周病が改善するだけでなく、脂
肪肝からの脂肪肝炎も良くなります。
ですので歯周病の方はその菌を駆除す
るためにマクロライド系を処方してい
ます。処方する必要のない人に使うこ
とが問題なのであって、例えば「歯周
病のP.g菌を駆除するにはこの抗生剤
が適している」と適用を見極めて選択
するということで、決して「使っては
いけない」ということではないと思い
ますし、適切に処方して糖尿も肝臓、
さらに歯周病も良くする、という考え
で良いと思います。ただ、感染症の世
界では従来と違って耐性菌に対する配

慮はシビアになされています。重症な
人には抗生剤を使って、軽度で自分の
免疫力で治せる人は最初は抗生剤を使
わずに経過を診るという考え方です。
今まで抗生剤に慣れた世代にとっては
怖いことですが、私たちも常に勉強や
研究を重ねていくことが必要と感じて
います。
周藤　ありがとうございます。歯科も
薬を処方する立場として、さらに勉強
が必要なことを痛感しています。

鎮痛剤の選択によっては
腎機能が悪化するケースも

周藤　さらに歯科ではロキソニンやボ
ルタレンなどの消炎鎮痛剤を処方する
ことも多いのですが、これらも腎代謝
ですから、本来は患者さんの状態を見
て投薬量を決めるべきなのでしょうか。
正路　それらの薬剤はできるだけ避け
ていただく方が良いと思います。昔は
周術期などには非ステロイド性抗炎症
薬（NSAIDs:Non-Steroidal Anti-

Inflammatory Drugs）を頻繁に使っ
ていました。幸い私の経験では腎機能
が悪化したことはなかったのですが、
他の医師に聞くと数例は経験されてい
ました。NSAIDsは腎機能が良くない
人には使わない方が良いとされてお
り、可能ならばアセトアミノフェンな
どの処方をお勧めしたいです。
兵庫　アセトアミノフェンは世界的に
広く使われています。私の場合も副作用
の心配がなければアセトアミノフェン
をファーストチョイスにしても良いと

思います。NSAIDsは主に整形外科で使
用されることが多いですが、人は「痛
み」に対してそれほど強くないので、痛
みをコントロールするためにどうして
も大量に処方する傾向があるようです。
周藤　カロナールだと効かないことが
結構あって、やはりNSAIDsが第一選
択になることが多いのが現実です。
正路　個人的な経験で言えば抗生剤の
投与と同じく単回や短期間投与では腎
機能の悪化はそう起きないと思いま
す。漫然と使用しないことでしょう
か。ただ、腎臓内科の先生はかなりシ
ビアに指摘されますね。
兵庫　解熱鎮痛剤は脱水傾向になると
効かないので、腎臓を保護する意味か
らも「水分をしっかり摂るように」と
指導しています。
正路　そうですね。実質的には使わざ
るを得ないので、十分に指導を行った
うえでお願いしたいところです。

「顎骨壊死」前立腺がんの
患者さんにも注意が必要

周藤　私たちは骨密度を測ってはいま
せんが、例えば閉経後の女性の場合、

X線による所見でも急激に粗になって
いると感じることがあります。その年
代の方は歯周病のリスクがグンと上
がったりするのですが、その際に骨粗
鬆症を疑って医科の先生に相談させて
いただく流れもできつつあるように思
います。ただ、その領域では顎骨壊死
に注意が必要であり、以前はBP製剤が
原因で発症するBRONJから始まり、
現在ではARONJ、MRONJと呼ばれ、
より複雑になってきたと感じていま
す。BP製剤に代わる薬剤も含めて骨粗
鬆症に関するトピックスや適用症など
について教えていただけますか。
正路　まず骨粗鬆症は整形外科や内科
の診療範囲であり、トピックスとなる
と難しいのですが、ホルモンバランス
の点から言うと、女性ホルモンの低下
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による骨粗鬆症や歯周病、また男性ホ
ルモンの低下からのエストロゲン低下
による骨粗鬆症に加え、男性ホルモン
と歯周病の関連の報告が散見されてい
ます。近年、本邦では男性ホルモンの
低下による男性更年期障害がトピック
スとなっており、新たな展開があるか
もしれませんね。BP製剤やデノスマ
ブの適応ですが、泌尿器科では主とし
て転移性骨腫瘍に対して使用します。
泌尿器科がんは相対的に高齢者に多
く、特に前立腺がん患者には、男性ホ
ルモンを抑える治療ホルモン療法と併
用します。前立腺がんの方の場合、骨
転移があってもOverall Survival（治
療開始期からの全生存期間）が長いの
で、投薬は長期にわたり、骨粗鬆症や
顎骨壊死のリスクが高くなりますの
で、ご注意いただければと存じます。
周藤　なるほど、では歯科としては前
立腺がんの患者さんは要注意ですね。
今まで女性ばかりにフォーカスしてい
たので、男性の更年期や前立腺がんに
ついて歯科では認識していないことが
多いと思います。勉強になりました。
正路　BP製剤等を処方すると、歯科
の先生方はこちらの治療を優先してく
ださいますが、オンコロジーエマー
ジェンシー（悪性腫瘍への緊急対応が
必要となる症状の総称）で高カルシウ
ム血症などの代謝障害になっている時
以外は、歯科治療のタイミングを図る
ことができることが多いので、緊密な
歯科医科連携が必要と考えています。

抗凝固薬への対応
ワーファリンからDOACへ

周藤　近年、抗凝固薬を服用されてい
る患者さんが増えています。ワーファ
リンは歯科でも馴染みがありますが、
最近ではイグザレクトやプラザキサな
ど私も耳にしたことがある薬以外に、
リクシアナなど初めて聞く薬も増えて
います。歯科として注意すべきポイン
トがあれば教えていただけますか。
兵庫　リクシアナは門脈血栓症などに
よく処方します。従来、抗凝固薬とい
えばワーファリンでした。ただ、ワー
ファリンは他の薬剤との相互作用が多
いことや食べ物によって影響を受ける
など効果が一定化しないことから、近
年は凝固メカニズムの解明とともにリ
クシアナをはじめとする新規抗凝固薬
（DOAC）を処方することが多くなっ
ています。どうしても出血が心配な場
合は「治療当日は休薬するように」と
注意を促して観血処置を行いますが、
休薬の期間は日本消化器内視鏡学会の
ガイドラインに従って決めています。
正路　泌尿器科でも切開や縫合を行い
ますから、もちろんガイドラインに
沿った対応をしています。私の場合
「何日間休薬できますか」「そもそも休
薬可能ですか」とその都度紹介元の先
生に休薬の可否と期間を確認したうえ
で処置に入るようにしています。なか
には「休薬不可です」と返って来るこ
ともありますが…。

兵庫　リスキーな症例は基幹病院、総
合病院など様々な診療科があるところ
で治療を依頼することもあります。
周藤　私は血液検査の項目の中で「PT-

INR」の数値は良く見るようにしてい
て、「数値が2.0未満なら休薬せずに止
血できる」と学生時代に教えられてい
ました。「PT-INR：2.0」という数値は
医科の先生にとってどういう意味があ
るのでしょうか。
兵庫　私は肝硬変の時に「PT-INR」を
計測しますが、ワーファリンを服用し
ている人が対象で、その場合は2.0で
良いと思いますが、近年ワーファリン
自体があまり使われなくなってきてい
るので、「PT-INR」の数値に以前ほど
の意味は見出せないと感じています。
周藤　リクシアナと「PT-INR」の関係
についてはいかがですか。
兵庫　リクシアナの場合「PT-INR」の
数値は変わりませんから指標にはなり
ません。ですから、服薬履歴と病歴は
調べてカルテに書いて、出血が止まら
ないなどのリスクに備えておくことが
大事になります。
周藤　歯科としては、医科の先生が処
方されている薬は止めずに治療すると
いう傾向になってきていると思いま
す。やはり休薬によって全身のリスク
が高まる認識が広がってきているから
でしょう。それまで歯科では「抜歯の
出血が怖いのでとりあえず休薬してほ
しい」とか「顎骨壊死の恐れがあるの
でBP製剤を止めてください」など安易
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骨ページェット病

骨粗鬆症

骨粗鬆症

製 品 名 適 応 症 製 品 名 適 応 症

「ビスフォスフォネート系（BP）製剤一覧表」　BP製剤は顎骨壊死起因薬剤として知られているが、注射用薬剤は「お薬手帳」に反映されていないこともあ
るので、問診の際に見逃さないよう注意が必要。（日本歯科医師会『テーマパーク8020』「歯医者さんに伝えていただきたい病気と薬：骨粗しょう症」から改変。）
注）製品名・適応症については、最新の情報をご確認ください。
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にお願いしていた部分があったと思い
ます。そのあたりも近年ずいぶん変
わってきたと感じますし、止血方法も
進歩してきましたから、まずその認識
を共有していくことが重要です。

疾患をブーストする高血圧
まずは血圧管理を優先

周藤　近年、歯科では高血圧や心疾患、
糖尿病など特定の基礎疾患を持つ患者
さんに対して、麻酔や外科処置を行う際
には少なくとも術前後と術中に血圧、酸
素飽和度、脈拍を調べることで「歯科治
療時医療管理料」という保険点数が算定
できるようになっています。たまたまあ
る日当院の状況を調べてみると、来院患
者のうち4～5人に1人が該当する基礎疾
患を持つ方でした。中には患者さんご自
身が気づかずに罹患されている方もお
られると思うのですが、例えば高血圧や

糖尿病を外見で判断できるサインのよ
うなものはあるのでしょうか。
兵庫　今は診断する機械があるので問
診して怪しい場合すぐ機械で分かって
しまいますから、外見や触診などを重
視する先生は少なくなったと思います。
正路　たしかに昔に比べると触診する
頻度は減った気がしますね。
周藤　歯科では患者さんから申告がな
いと高血圧を見逃しているケースも多
いと思います。高血圧の場合、特に下
の数値が100を超えるとかなり危険だ
と感じるのですが、先生方の見解はい
かがですか。
兵庫　下の数値が高い場合、血管が切
れたときに拡張期の血圧が高いため
に、余計に出血リスクが上がるので
す。さらに長期予後を考えた場合、血
管が休まる暇がないのでそれぞれの臓
器障害が早期に進行する恐れがありま
す。そういう状態で痛みなどの刺激や

いきんだりなどで血管が切れて心筋梗
塞や脳卒中・脳出血を発症するので、
処置をする際の基本はまず血圧が安定
していることです。ですから、血圧が
高い時には血圧管理が優先で、その次
の処置は行わないことが基本です。糖
尿病の場合、軽度であれば後からでも
挽回できますが、出血などの循環器系
の疾患は挽回の余地がないので、緊急
治療の場合はその時だけ一時的に血圧
を下げて治療します。高血圧はすべて
の疾患をブーストしますから糖尿病の
場合もまずは血圧の治療からスタート
します。
周藤　実は先日抜歯予定の患者さんが
どうしても100を切らないことがあっ
て、兵庫先生に「100以下にならない
ので診てもらえますか」とお願いして
無事抜歯を終えた方がおられました。
正路　どんな方法で処置されたのですか。
兵庫　すぐに効果が現れるカルシウム
拮抗剤を処方しました。
周藤　ただ、先日カルシウム拮抗剤を
服用することで歯肉増殖症になられた
患者さんがおられるのですが、その症
例をご覧いただけますか。
兵庫　本当に歯肉が増殖していますが
どんなメカニズムで起きるのでしょう。
周藤　炎症時に発現する歯肉線維化に

初診時の口腔内写真。血圧は130/80mmHgでコントロール良好であったが、カルシウム拮抗薬による歯肉増殖症（Inglésの分類グレード4）が疑わ
れた。歯科的対応のみでは改善困難と判断し、かかりつけ内科医に高血圧治療薬の変更を依頼した。

歯周基本終了時の口腔内写真。予後不良歯の抜歯、プラークコントロール、歯肉縁上・縁下の非外科的デブライドメントを行った。歯肉増殖傾向及び
炎症所見の改善が認められたため、現在歯周外科、補綴治療を含めた最終治療計画へ移行中である。

歯肉増殖症例（症例写真提供：周藤巧先生）
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関与するサイトカインを増強するとい
う報告がありますが、まだ完全には解
明されていないと認識しています。こ
の方のかかりつけの先生にお願いして
薬の種類を変えてもらったら、今度は
血圧が下がらなくなってしまいました。
兵庫　カルシウム拮抗剤以外にも良い
薬がありますから、さらに変えても
らったら安定すると思いますよ。
周藤　一度変えてもらった薬では効か
なかったので、もう1種類増やすとい
うことになっていますが、私にもどん
な選択肢があるか分からないのです。
正路　これはすべて肉芽ですか。
周藤　そうです。口腔衛生状態が悪い
ことも要因の一つです。この状態で外
科処置を行うと、高血圧も相まって大
変なことになりますので、ある程度非
外科的に消炎させて最終的には外科的
に切除する方法になると思います。
兵庫　高血圧治療はガイドラインに準
じて行われています。いろいろな種類
の降圧薬があり、それぞれに副作用
（adverse effect）があります。カル
シウム拮抗剤で歯肉炎や歯肉増殖症が
あることは知っていますが処方医が気
付かないこともありますので、歯科の
先生からフィードバックしていただけ
るとありがたいですね。
周藤　この方の場合、高血圧の自覚症
状もなく「歯周病治療をしてほしい」
という主訴で来院されたのですが、調

べてみたら薬の影響が分かって…。
兵庫　衝撃ですね。私はこんな状態を
初めてみました。こうなるまで患者さ
んも放置して主治医に言わないのも驚
きますが…。
周藤　来院された時はすでに歯の何本
かはグラグラの状態で、実際指だけで
抜歯できる状態でした。
兵庫　歯周病でこのような状態になっ
てゼプシス（敗血症）で亡くなる例も
ありますから歯はとても大事ですね。
周藤　この方は現在歯周基本治療中
で、セルフケアの改善と非外科的デブ
ライドメントを行っていますが、歯肉
の炎症状態の改善が認められます。歯
肉が増殖している状態でしたので、セ
ルフケアでは「ソニッケアー」を使用
していただくことで効率よくプラーク
コントロールを改善することができま
した。

歯科の先生方へのメッセージ

周藤　最後に先生方から歯科に対して
メッセージをいただけますか。
正路　歯科と泌尿器科、今までは遠いよ
うに感じていましたが、この鼎談をきっ
かけに、その関連の可能性に気づかされ
ました。メタボリック症候群と歯周病の
関係と同じく、同症候群と泌尿器疾患も
泌尿器癌、尿路結石、排尿障害やED、
男性更年期障害まで、広くその関係が報
告されています。ひとつながりの人体、
今は骨修飾薬での連携が主ですが、今後
新たな関係性がでてくると感じました。
兵庫　食事、運動以外で健康長寿を達
成する要素は何かを考えたとき、歯周
病をはじめとした口腔ケアが重要に
なってくると思います。歯周病は、動
脈硬化や術後の肺炎、合併症だけでな
く早産や不妊症、肝臓の炎症や糖尿病
など、全身炎症をブーストさせる因子
の一つとして位置づけられていますか
ら、私たち医科としても歯科と連携し
やすいシステムづくりを早急に構築し
ていく必要性を感じています。

敗血症が原因で死亡した人の“ヒト肝細胞内の歯周病菌”顕微鏡写真。矢印は染色したP.gingivalis。口
腔内の歯周病菌が肝臓の中に入りこみ悪影響を及ぼしていることを示している。
Case Report. Morbidly obese patient with non-alcoholic steatohepatitis related cirrhosis 
whodied from sepsis caused by dental infection of Porphyromonas gingivalis: A case report, 
Hepatology Research 2016; 46: E210–E215.（写真料提供：兵庫秀幸先生、広島大学歯学部 宮内睦
美教授）

本鼎談にご参加いただいた周藤巧先生
はDental Life Design「YouTubeチャ
ンネル」にもご出演いただいています。
詳しくは本紙P124をご覧ください。

＜スタート時＞
通常の手磨きでセルフケア

　 ▼

『ソニッケアー』を提案
ハンドル：“いちばんグレードの高いものを”というご要望から
　　　　　「ダイヤモンドクリーン スマートプロフェッショナル」を選択

替ブラシ：奥歯などの細部の歯面への当たりやすさを考慮して
　　　　　「ホワイトプラスコンパクト」を選択

歯磨剤：『Systema SP-Tジェル』を併用

ブラシの当て方が難しい部分や当てる時間などを1、2回説明後、早い段階で、歯面のプラークコン
トロールができるようになった。SRPも同時進行することで、良好な歯肉の状態となるよう引き続
き経過を追っていきたい。

多忙な患者さんのため、モチベーションの維持には
歯磨きにかける時間を少しでも短くすることが必要
と考えたことから

歯肉増殖症の患者さんのセルフケア状況
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