平成 年度第２回医療講演会

心内膜炎を予防するために

善司先生
歯科衛生士・丸澤

美奈さん

年前頃では

ブラッシング指導

たんですね。２回以上磨くなん

一日一回磨く人がほとんどだっ

年ですが今から

ということで当院

んでしたが 、年と共に平成

て いう人は あまり多くありませ

後半には実際の

の歯科衛生士も来

年

ておりますので、

たずねていただい

いることを何でも

と、疑問に思って

日頃解らないこ

逆に１回なんていう人はほとん

回以上という人がぐんと増えて

になるのですが（

てきています。６年ごとの統計

の統計では逆に２回の人が増え

年には）３
て、解決していた
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～お口の中を知ろう！ブラッシングの大切さ～

斉藤

講師 神奈川県歯科医師会前理事
斉藤歯科医院院長

ブラッシング指導補助

50

ど いなくなってしまうことが予

想されます。ただ３回以上磨い

いう問 題が ある のですが 私は１

たからといって 良いか悪いかと
まず虫歯について、基本的な

回しっかりとどこかで磨くとい

回しっかり磨くことが大切なこ

うことが大事です。まる１日歯

こと、また虫歯は予防がとても

最初に歯 ブラ シのこ となんで

ブラシをしなかったからと言っ

以上でも良いのですが、１日１
すが 皆さんよ く「たっ た今ブラ

て プラ ーク が たまってしまうと

とではないかと思います。３回

ッシングしてきたんで すよ 」と

いうことはありません。３日４

大切なんだよ、という話をさせ

おっしゃるんですが、このやっ

日たってしまうと当然プラーク

が山のようにたまってしまう。

ができて いるということは基本
的に違うのだということを 頭に

これは歯の寿命を表したもの

そんなことが言えます。
おもしろいことにこれは昭和

置いて頂きたいと思います。

てきたと いうのと ブラ ッシング

ていただきたいと思います。

ブラッシングと歯の寿命

だければと思っています。

【テープ起こし・構成 鈴木 朗子】

今日は貴重なお時間をち
ょ う だ いし ま し て 、 ど の程
度 ご 期 待 に 応 え ら れ る かど
うか不安なんですけれど
も、前に、皆さんお持ちだ
と思いますが 「心臓をまも
る 」に 「 心 臓 病 者 の 歯科 治
療」というテーマで会報の
執筆依頼をいただきまし
て 、 そ れ が ご 縁 で 本日 の 講
演 と な り ま し た 。 短い時 間
で す が 、 お口 の 中 を 再 認 識
していただいて一つでも最
後 に 何 か 得て い た だ く も の
があればうれしいです。

30

17
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私が校医をやっている小学校

な形をしています。特に噛み合

補助的な清 掃用具も最近いろ い

でもなかなか難しいところで、

才

わせのところが一番汚れが停滞

ろと出ています。デンタルフロ

です。今男性の平均寿命は
でもクイズ 形式にして、歯の衛

し易いところです。単 独で 見ま

と思います。こういうものをう

スですとか皆さんよくご存じだ

才を越え
生週間などを利用して話をさせ

歯と接触して いるところここら

すとたとえ ば歯の根元とか隣の

けお口の中を知らないで過ごさ

辺を順番に話して いきたいと思

まく利用して頂きたいと思いま

最近のお子さんは顎が小さく

ころです。

てもプラークが停滞しやすいと

と二つが接触する部分、どうし

ころですね。ここは身体の中で

っかりと歯ブラシしてきま

歯磨きをして頂く よく「

なって きていて 歯並びが良くな

今申しました虫歯のできやす

し た 」 と 言 う 方も 中 に は い
。
し
らっしゃるのですがよく見

いといったこともあります。歯

歯の形は前歯・奥歯、いろ ん

んですね。

るにまる）というような話を聞

本以上残っている

前は３本とか４本、そういうレ

るとまだ食べかすが詰まっ

並びが悪い場合には余計にそう

一番硬い歯と一番柔らかい粘膜

す。あとは歯と歯茎の境目のと

いていると思います。
逆に言うと

ベルです。ほと んどが義歯とか

ていたり、ということがあ

いう部分も虫歯になっていきや

才でだいたい最近は増え

入れ歯 になってしまうんです。

使って頂くには虫歯のでき

るんですね。うまく時間を

て きたんです けれども２ ～３年

ては

奥歯の方が、数字を見て頂くと

やすいところをあらかじめ

12

りやすいようなところの歯の喪

が入らない食べ物のかすがたま

る。磨きにくいところ、ブラシ

前歯、下の前歯が多く残ってい

すい歯と歯の間のところで

溝の部分、ものが詰まりや

ざとで こ ぼこして いる歯 の

を 砕 き や す くす る た め に わ

たまりやすいところ、もの

あります。これは最初、生まれ

ミュータンス菌、というのが

習をしていきたいと思います。

しまうのか 、ということから復

さて 、で はなぜ虫歯ができて

す。

てしまう。

すいということも当然あります。

失がどうしても多くなるようで

ですから、そうすると

10

たときのお子さんには無いんで

虫歯のできる仕組み

年、だいたい永久歯が生えて
、
くるのが 才から ～３才の頃

80

すね。ここはブラッシング

要があります。プラークが

頭の中でよく覚えておく必

人が 少ないんですね。現実とし

20

20

台半ば

いところを認識して頂いた上で

います。

・

才、女性では

ています。しかし歯の方はなか
ない方も多いのですが、それだ

て頂いています。なか なか解ら

から

（はちま

なかこ れに 追いつ いて いか ない

75
れている方が多いということな

んですね。よく

80

20

才にな

80

76

本以上の歯を残そうと

80

60
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染してしま うことによ って口の

すが、お母さんなどから細菌感

すが、医療講座にも書いたので

のままずっと時間が過 ぎると歯

のように酸を作ってきます。こ

食べると口の中の雑菌が先ほど

はないか と思いますが、ご飯を

だったところから自然にもとに

てきました。となるとこの酸性

中和する作用があるこ とが解っ

が唾液の中の作用の一つに酸を

中に溶け出してしまう。ところ

な場合はいくらその穴の周りに

れど、穴が 開いてしまったよう

助けてやることができます。け

ッ素を塗る などして再石灰化を

るんですね。この段階ですとフ

フッ素を塗布しても治すことは

が溶け始めます。これを脱灰と

もどしてくるんですね。それは

それが作り 出すものがプラーク
言います。酸性が強くなるとカ

できません。そういう場合は充

中の常在菌となってしまいます。
となってたまってしまいます。

逆にカルシウムやリンが歯に再

填法といいまして別のもので補

ルシウムやリンが歯から唾液の

付着する。再石灰化ということ

ってあげなくてはならないんで

菌が成長してきますと、酸を作
り出し ます ので歯を

をテレビなんかで聞いたことあ

予防のために

だんだん溶かしてし

・だらだら食べない

すね。
がひ どくなって くると、たとえ

・自分にあった歯磨きをする

りませんか ？それの繰り返しが

昔はいったん虫歯

ばおやつの回数が多い、だらだ

・フッ素を利用する

口の中で起こ っています。これ

になってしまうと治

ら食べてお掃除をしないでその

・シーラントをする

な虫歯の原因です。

ら な いんじゃ ないか

ままで すと酸にさらされて いる

まう。これが基本的

といった考え 方だっ

が、これが フッ素を利用するこ

タイトという成分があるのです

の周りにはハイドロオキシアパ

フッ素を利用しましょう。歯

・虫歯に罹り易さを検査する

時間が長くなります。するとこ

ですから初期の虫歯は治りま

虫歯を予防するために

特に寝てしまう夜の間ですね。

たのですが 実はよく
研究して みますと虫
歯 は 初 期 の 段階 なら
治 る んで す ね。 次に
その辺 のこ とを お話
しさせて 頂きたいと

とでより強固に歯に再付着する
歯のカルシウムが酸によってど

よくいますよね、全然歯を磨

す。

とアルカリ の状態で

んどん溶け出していってしまう

かないのに虫歯にならない人。

これは口の中の酸

思います。

す。ｐＨというのを

状態で見た目には茶色っぽくな
れが回復できなくなってきます。

ことができるのです。

学生の頃習ったんで

性質、そういうものによって虫

してもう一度元に戻そうとする

いました唾液の性質、酸を中和

が違ったり、それから先ほど言

が違ったり、虫歯菌の数の多さ

すい人もいます。それは歯の質

掃をしているのに虫歯になりや

ところが一生懸命お口の中の清

りすぎるとおなかがち

す。ただ、あんまり摂

ールが良いといわ れて いるので

う。そういうことからキシリト

だんだん数が少なくなってしま

るに細菌は 栄養が摂れないので

ることがで きないので す。要す

から 副産物 の酸や プラ ークを作

いのです。当然、分解できない

シリトールを使うことができな

もたまりやすい。そうすると細

溝の部分に食べかすがどうして

ろですが、山あり谷ありのこの

ます。

だいたほうがよろしいかと思い

使い方動かし方を習得していた

て 、その人にあった歯ブラ シの

齢制限があって何歳以下でなけ

います。ただ、健康保険では年

も有効な手段ではないかなと思

理ができないお子さんにはとて

歯ブラシができない、自分で管

もう無理ですが、奥歯でうまく

ーラ ントと いう方法で す。穴が

ティックでコートしてしまうシ

臼歯のくぼんだところをプラス

菌もたま りやす いということで

必要が あります。とにかく食べ

てはあるようです。使

多少の弊害が人によっ

なって下さい。

ますので担当の先生とご相談に

ればできないということがあり

開いてしまったような状態では

歯になりやすいかなりにくいか
ょっとゆるくなるとか

方の習慣を気を 付けようという

い方をうまくやってい

これは奥歯を上から見たとこ

一つひとつをよく検証していく

が決まってきますのでこの辺は

こと。 それから プラークをきち

た だ け れ ば とて も 良 い

この罹り易さの検査をすると

んと取ってあげて上手にフッ素

なぜ良いかというと、甘みのあ

最近特に有 名になって います。

聞いたこともあると思 います。

ですがキシリトールと いうのを

あとここ には書いて いないの

動かし方は個々に違っ

、歯ブラシも大きさ

き 方も 当 然 違 い ま す の

大き さも 違 う 、口 の 開

方も 違 い ます し、口 の

は 一 人 ひ と り 歯 の 並び

ない子の差があります。あまり

がすごく優れて いる子、そうで

ど言いまし た酸を中和する能力

たとえば唾液の検査の中で先ほ

ーで虫歯になりやすいかなりに

この辺がかなり重要なファクタ

いうのは最近とても注目されて

るものなのですがキシリトール

て く る と 思 い ま す 。ぜ

中和する能力のない人はよほど

歯 磨 き を す る 。こ れ

ものですね。

は先ほどから出て いる細菌が分

ひ か か り 付 け の 歯 医者

注意する必要が ある、またそう
いることなんですが唾液の性質、

切なことです。

を利用しましょうというのが大

解することができないのです。

さんをお持ちになっ

、

要するに細 菌が栄養素としてキ

で

くいかの決め手となっています。

ということが大事なこ とで はな

となのですが、まずそれを知る

でなければそれなりにというこ

ります。昔だったら、

いいますともう虫歯の範疇に入

ってますね。これは広い範囲で

ました。こ の辺の大臼歯黒くな

００１年の３月におみえになり

けでなくて 大人の治療もそうい

点を置いて いく、子どもたちだ

管理をしていくということに重

て 自分の唾液を認識していただ

にお母さん方も試して いただい

ので、今日、後ほど実習のとき

でチェックすることができます

少ないかこ の辺も簡易的な検査

中に含まれて いる雑菌が多いか

うことで管理をしていけば、こ

て 進行して い ないかどうかとい

月にいっぺんか見せていただい

期的に塗るとか、それから何ヶ

かりして、たとえばフッ素を定

ています。ところが管理をしっ

ったら 、間違いなく削って詰め

美的なところで削って詰めると

も黒 くなれば見栄えも悪いので

だければと思 います。どうして

相 談いただい た上で 決めていた

もあるんですが、そこはよくご

ですから削 って…というところ

方もいます のでもうこれは虫歯

いう考え方をお持ちでない先生

けれど、どうしてもまだこう

願っています。

う方向にむかっていくようにと

いかなと思います。それから唾

きたいと思います。また先ほど

れから（スライドで ）日にちを

年前だ

液を 検査す るということで その

の中和する能力が高いかどうか

追って いきますが、どうなるか

得していただいてからやるとい

を調べることも 先生によっては

いう方も いますけれど 、こ の歯

い状態です し、管理を続けて い

うことになります。虫歯になる

見ていて下さい。これが２００

が、黒くなっている初期の虫歯

けば無理に削ったり抜いたりす

リスクも一人ひとり違 いますの

やって いただけるところもあり

乳歯が 大人の歯に生え 替わる

の部分はほとんど先ほどのもの

る必要はないでしょう。歯科医

で、治療の方法なども違ってき

んだよと いうお話しをして、納

は削って詰めなくても大丈夫な

時期というのはどうしても口の

と変わ って いません。これは２

は「削っていくら」という世界

ます。そこ らをよく頭に入れて

ントをし たような跡があります

中の管理が おろ そかに なりがち

００３年の７月です。どうでし

なんですけれども（笑）もうち

２年の４月です。これはシーラ

です。ぜひ 気を付けて あげて下

ょうか黒い部分が小さくなって

ますのでご相談頂ければと思い

さい。

ょっと国の方でもこの辺の予防

次に、虫歯をそのままほおっ

虫歯のリスク

、ということです

いるような感じではないでしょ

、ではなくて経過を見ていく

か何でもかんでも治療すればい

こ れは 実 際 に うち にかかって
口の中の写 真です。この日にち
をよく覚え て おいて下さい。２

この程度なら全く自覚症状もな

管理をすることの大切さという

・歯ブラシの毛先を歯と歯肉の境目にあて
る
・軽い力でみがく
・小刻みに動かす
・一歯ごとにていねいにみがく
・鏡や舌で、みがき残しを点検する

うか。さらにこれが今年の４月

歯磨きするときのポイント

いる患者さ んの、お子さんのお

ます。
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れは歯の横から見た断面図です

な、という部分があります。こ

存じ だとは思いますが歯周病な

いうよりも皆さんの方がよくご

て くるのですが、僕がいろいろ

ここで初めて心臓病の話が出

などと一筆もらって、私たちも

た上で「今の時期なら 大丈夫」

の）主治医の先生とお話しをし

うですが、やはりよく（心臓病

断られるといったことがあるよ

心臓病が あることで 歯科医で

書いておきましたけれども大き

療講座の）中にも少し表にして

れから術 前の抗生剤の服用 、（医

んでその辺もご注意下さい。そ

の中に雑菌が入っていきやすい

けでも出血しやすいとか、血液

心臓病児の歯科治療

ル質、次に 象牙質、こ れが 俗に

が、この黄色いところがエナメ
り虫歯の細菌自体も当然血液の

ておいたらどうなっちゃうのか

言う神経、歯髄というところで

死んで し まうと骨の中に膿

す。最終的には中の神経が

と神経を取るような処置を
りません。
しなければならなくなりま

・歯髄まできてしまいます

状況になります。更に神経

しみる、かむと痛いなどの

こしてきます。こういうふ
中歯
にが
は進
いん
るで
こき
とま
がす
あと
るんですが、
うに虫

までくるとひどい症状を起

の末端がありますのでそこ

この象牙質のところに神経

こ のあたりで は冷たいものがし

ナメル質から始まります。まだ

の隙間のところから、最初はエ

の深いところ、それから歯と歯

ろいろと起こすようです。

栓の形成と いうことで 問題をい

ますので、そうするとそれが血

冠状動脈や内膜のところに付き

それが作り出す副産物、それも

ょっと器具

ですのでち

富なところ

がすごく豊

の中は血管

うしても口

始めるとど

す。処置を

事なことで

が何より大

ということ

にしておく

中をきれい

口腔ケアということで 、お口の

かと思います。それから術前の

うことが一番大事なんじゃない

ることも当然あります。こうい

に今の状況などをおうかがいす

来院された段階で主治医の先生

ますので、術中は心臓や全身状
。

クリップで挟むような物もあり

ＰＯ２を測る指の先のところに

要があるでしょう。簡易型のＳ

当然血圧なんかも測っていく必

、簡単に測ることができます

２（酸素飽 和 濃度）こ れら は最

くご存じかと思いますがＳＰＯ

心拍数、脈拍それからこれはよ

。全身状態を良く把握する

他には術中のモニタリングで

連携です。

とれるとか、地域の医療施設の

何か あった場合すぐ搬送体制が

いと思います。また、治療中に

連携をうまくとっていただきた

科医の先生、主治医の先生との

でないことも結構多いので、歯

も必要なことがあります。そう

な処置をするときにはどうして

す。虫歯になりますと、歯の溝

をためるような状況になり

がふれただ
すね

ます。

これがありますと今日の

前に（永久歯が）こっちに（上

なんです。また大きな鏡よりも

いろと変えられるようなものの

手鏡のようなちょっと小さめの

方が小回りがきいてよろしいか

あごの歯茎の中央あたりから）
お子さんの口をよく見てあげ

全身状態が良いかどうか

る、ということ、だんだんと嫌

と思います。あと歯ブラシの大

ものを、手に持って角度をいろ

お持ちになっている方に

の方、問診で何か病気を

がる年齢にはなると思うのです

きさとか交換の時期なんですが、

出てきているんですね。

は積極的に使用するよう

が少なくともお口の中の管理は

お子さんに は当然小さい歯ブラ

も判りますから、高齢者

にしています。

ある程度お母さん方にやってい

シなんですけれども、これは目

これも 私より皆さんの

ただきたいと思います。

私も実際にやってみまし

よ うになりまし た自動式

月から一般の方も使える

いますが 、昨年の６、７

あまり強い力で 磨くとお子さん

が良いかもしれませんね。で 、

りは歯肉を磨くという感覚の方

シを当てる、歯を磨くというよ

くときは歯と歯肉の境目にブラ

お母さんがお子さんの歯を磨

い。こういう歯ブラシではいく

見えるようでしたら換えて下さ

歯ブラ シを裏返しにして毛先が

ますよね。交換の時期としては

い。人によってみんな違ってき

た幅くらいのものと考えて下さ

安として人 差し指と中指を併せ

方がよ くご存じだとは思

たが とても 簡単に操作で

「痛い」と言って嫌がります

表面がつるつるした感じという

月より早くこういう状態になっ

いで交換して下さい。逆に１ヵ

ちょっと乱暴に使っているのか

てしまうときは圧力が強いなり
と尋ねますと「つるつるぴかぴ

もしれません。

。

うことがあるんですが、そうい
持ち方は、基本的な持ち方に
。
う
こ
と
も点検をする上では大事 はグーの形で持つのとペングリ
らやっていても効率が悪いです。

かした」と いう感覚を得てもら

「どうですか

のが良いんですね。患者さんの

ますから 、 なるべく１ ヵ月くら

何倍もの時間がかかってしまい

効率的に 、そんなに強い力では
なく、いっぺんにざっとという

う家 庭に備え 付けて いら
っしゃる方もいます。ゆくゆく

きます。アメリカではも
態を見た上で治療して いくとい

は備え たい なと思って いますが

お口の管理はお母さんも参加

、細かに磨きます

うことも必要ではないかなと思

病気を持ちながら歯科治療を受

う。

られていれば安心できるでしょ

います。最近は高齢化してきて まだ少し手が届かないところで
れ。
どこ
もう
、い う も の も 歯 科 に 備 え
い る こ と も あ る のの
で除
い細
ろ動
い器
ろで
なすけす
ける患者さんも多くなってきま
ったり、麻酔をしたりというこ

した。 今までは抜歯をしてしま
とがとても多かったのですが、

はお 子 さ ん は 乳 歯 が 抜 け る
この

感じでもなく

ってみた方が良いと思います。

い、など。これは後で 実際にや

ブラッシングは大きく動かさな

か し 方がで き る ので 、 ぜひ こ う

ールがしやすいまた、細かい動

かえってこの方が力のコントロ

ップといって鉛筆を持つように

度落とすことができるんです。

げるだけで付いた汚れをある程

中に水を ためてぶ くぶ くしてあ

ある程度大きくなりますと口の

のときはぶ くぶ くうが い、あま

ないという場面が あり ます。そ

べた後どうしても歯磨きができ

こういうところにきていて食

とで余談になりますが、阪神大

えて おいて 下さい。うが いのこ

より効果 的で す。ぜひ それも覚

中をきれいにしてもら った方が

たんぶ くぶ くうが いをして口の

がらがらうがいをする前にいっ

もまず口の中をきれいにしてか

いんです。このがらがらうがい

なことが書いてありました。

うがいをしましょうというよう

難所のいたる所にうが い薬が大

だいて新潟へ行ったのですが避

子どもたち自身積極的に
衛生管理に参加させよう

一見きれいに見える歯もこう

いう風に染め出し液というのを

、

私も実際に お手伝いさ せて いた

。新潟の震災のときには

腔ケアの大切さが訴えられ始め

あてかたですが歯と歯肉の境目

ンザが流行る時期だったんです。

震災のときちょうどインフルエ

いので、歯と一緒に歯肉も磨い

ま入
しっ
たて く る 患 者 さ ん は 最
病院に

こんなことは世界中で いわれて

てしまうという感覚の方がよろ

ら１
行週
わな
まい
せん 初
。大きなケガや事故で入院され
これは
間い
前と
の意
新味
聞が
にあ
出りて

を磨くというのはなかなか難し

しいかと思います。動かし方は

細かく動かすこ とで歯と歯の隙 たので すが 、風 邪予防にうが い
て 下 さい 間
。にも
り毛
小さ
で。
すがを
、行うのは日本独特のことらし
先い
が子
入は
っで
てき
いな
きい
まのす

される方が多くな

ら 最近では綿棒に直接液を付け

やものによ っては錠剤、それか

る方が多かったんですが、だん 使いますと 真っ赤っかになって
だんと感染症、インフルエンザ しまいます。ご家庭でも染め出
きなボトに
ルよ
でる
置い
して、
肺て
炎あ
でり
入ま院
しができるように小さなボトル

た方が噛み合わせなど口の中に

ったんです。

毛 先は な る べ くまっす ぐで あっ
はいろ いろ な部分がありますの

日た
本だ
固有
で。
すね。
ってい
いの
てこ
かと
まら
いし
まい
せんん

い分
るこ
し作
たが、
てご自
のと
磨か
きと
方思
をっ
どて
んい
どまん

したのでその数は

われていませんで

うがいの効用が言

この頃はあまり

見てあげる必要があるかと思い

ないときは状態を確認しながら

らって、歯科医になかなかいけ

そう いうも のも ぜひ 利用しても

て 売って いるものも あります。

で良いでしょう。

こういう磨き方が良いんだと一

ったんです。こう

鰻登りにひどくな
いうところからう

歯の生え 方とか並び 方によっ

概に押しつけることはありませ
ん。あとは鏡を使うということ

がいの大切さ、口

んですが、その人その人で持っ

一般的なことは誰でも言える

ますね。

ですね。

ら永久歯に生え替わる小学校高

んな違って いますので、乳歯か

たお口の中の環境というのはみ
てありがとうございました。

れども最後までご静聴いただい

今日はつたない講演でしたけ

れば虫歯に なら ないで 済むんだ

自分たちでも一生懸命やってい

いただきました。絨毯に車座に

澤美奈さんに歯ブラシを選んで

ちは斉藤先生と歯科衛生士の丸

このあと、参加した子どもた

とても貴重な時間を過ごすこと

感じます。

最後になりましたが 、お忙し

い中貴重な お休みを割 いて 講演

ができました。
心内膜炎を予防することだけ

先生と子どもたちに楽しく指導

会をお引き受けいただいた斉藤

をして下さった衛生士の丸澤さ

康管理につ いて積極的に参加で
きるように親としても努力が必

んに心からお礼を申し上げます。

でなく、子どもたちが 自身の健

要だと教えていただいたように

で予約を入れて下さい。車で行かれる場合はその旨お伝え

………………………………

と、自分の身体を守ろ うとする

なり、先生のお手本を参考に、

問い合わせがありましたので、地図を掲載します。予約制

クが必要ではないかなと考えて

そういう意 識もブラ ッシングの

で診療されていますので受診されるときはあらかじめ電話

学年にかけては定期的なチ ェッ

指導を受ける中で芽生えていけ

ブラ ッシン グの指導を 受けまし

早速ぴったり合った歯ブラ シで
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診療時間 午前９：３０～午後１：００
午後２：３０～午後７：００
休診日
木・日・祭日

います。衛生管理といいますか

ば良いんではないかなと思って
た。

います。

お母さんたちは講演の中でお
話しのあった唾液の簡易検査を
受けさせていただきましたが、
お弁当を食べたあとぶくぶくう
がいをした人としていない人で
明らかな差が出て、図らずも先
生のお話の裏 付けをするような

下さい。

結果となりました。
また日頃歯の治療で不安に感
フロスなどの清掃用具の使い方

じていることをうかがったり、
も気軽にお聞きすることができ、

斉藤歯科医院

