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金子 至

011

歯周検査

総括 吉野敏明

014▶ Q01 歯周基本治療後、どのくらいの治癒期間を待
ってプロービングをすればよいのですか？
●土岡弘明

酒井和人

015▶ Q02 正確で痛みのないプロービング方法を教えて
ください。
●須呂剛士
016▶ Q03 ポケット底か歯石かわかりにくい場合はどう
すればよいのですか？
●須呂剛士
017▶ Q04 再評価時に変化がない、あるいは悪化してい
る場合はどう対応すればよいのですか？ ●須呂剛士
018▶ Q05 所見で読み取れる情報を見逃さないための注
意点を教えてください。
●須呂剛士

020▶ Q07 歯周病細菌検査の結果から家族内感染が考
えられる場合、その家族への対応策を教えてくださ
い。
●田中真喜
022▶ Q08 細かくて小さな歯石を上手に探知する方法は
ありますか？
●松崎浩成
023▶ Q09 細菌叢の変化を簡単に調べられる方法はあり
ますか？
●松崎浩成
024▶ Q10 初診時の PD で出血（＋）
、治療を進めて再度
PD で出血（）、ポケットの深さは減少しました。 こ
の結果は歯肉退縮が見られても治癒と考えてよいの
ですか？
●松崎浩成
025▶ Q11 喫煙、血圧降下剤による線維性に肥厚した歯
肉炎をどうコントロールすればよいのですか？
●田中良枝

028▶ Q13 薬剤（抗てんかん薬など）による歯肉炎はプラ
ークコントロールだけでは対処できないのですか？
●巻島由香里
029▶ Q14 ペリオ急発後、適切なプラークコントロールを
行っていれば、
骨は再生してくるのですか？●田中真喜
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モチベーション

044▶ Q24 治療期間の長くなる歯周治療の患者さんに対
し、来院を継続していただくためのポイントはありま
すか？
●北見修一
045▶ Q25 歯周基本治療の患者さんに対し、
どのような
点に注意してコミュニケーションをとればよいのです
か？
●北見修一
046▶ Q26 モチベーションの低い患者さんに対し、
どのよ
うに歯周治療を進めればよいのですか？ ●北見修一
047▶ Q27 歯周基本治療の改善を実感していただけない
場合、
どのような説明を行えばよいのですか？
●河原太郎
048▶ Q28 プロービングの説明をしてもまったく関心が
ない場合、
どのようにモチベーションアップを図れば
よいのですか？
●河原太郎

031▶ Q16 抗血小板薬服用患者への注意点を教えてくだ
さい。
●中山直樹
032▶ Q17 Ｘ線の見方を教えてください。

●田中良枝

033▶ Q18 咬合調整が必要だと思うときがあるのです
が、院長は忙しそうで頼めません。 どうしたらよい
でしょうか？
●田中良枝
034▶ Q19 歯周病と咬合治療の関連性について教えてく
ださい。
●土岡弘明 酒井和人
036▶ Q20 ブラキシズムの強い患者さんをどう管理した
らよいのですか？
●田中良枝
037▶ Q21 細菌検査にはどのような方法があるのです
か？ また、
その適応を教えてください。 ●田中真喜
038▶ Q22 歯周病の免疫検査に血清抗体価という方法
があるそうですが、
どのような検査ですか？ また、
どのようなときに使うのですか？
●田中真喜
040▶ Q23 全身の状態を診る各種検査（血液検査、生化
学検査）
で知っておくべき項目と数値を教えてくださ
い。
●巻島由香里
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ブラッシング

058▶ Q35 プラークコントロールに関心を示さない患者
さんへの対応のコツを教えてください。●市川美由紀
059▶ Q36 いつも同じところにプラークを付けてくる、な
かなかブラッシングが上達しない患者さんがいます。
また、
ブラッシングテクニックはあるのに、
リスク部位
に毎回プラークが付着している患者さんがいます。
どう指導すればよいのでしょうか？
●高橋さやか
060▶ Q37 全体に歯肉退縮を起こしている患者さんが、
硬めの歯ブラシを使っていたので軟らかめの歯ブラシ
を勧めました。 しかし、
「軟らかすぎて磨いた気がし
ない」
となかなか受け入れてくれません。 どのように
アプローチしたらよいのでしょうか？
●松本絹子
061▶ Q38 ポケットの深い患者さんのホームケアはどう
指導したらよいのですか？
●橋爪由美子
062▶ Q39 歯間ブラシを使っている患者さんの歯間乳頭
が退縮してしまいました。 このまま使用を続けても
よいのでしょうか？
●各務知歌子
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全身リスク管理
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6 エトセトラ

041
総括 渡辺隆史

049▶ Q29 忙しくて時間のない患者さんにどのようなセル
フケアをしていただけばよいのですか？ ●河原太郎
050▶ Q30 患者さんとコミュニケーションをとるのが下手
で、
ブラッシング指導とSRPで時間が終わってしまい
ます。 どうしたら患者さんとスムーズな会話ができ
るようになるのですか？
●南塚敏子
051▶ Q31 話し好きな患者さんとの会話が雑談ばかりに
なり、歯周治療に必要な情報を患者さんに聞いてもら
えない場合、
どのように対応したらよいのですか？
●松本絹子
052▶ Q32 患者さんが歯周病を理解してくれません。
どう
したらよいのですか？
●田中良枝
053▶ Q33 甘いものをやめられない患者さんに対し、
どの
ような指導を行えば効果的ですか？
●伊藤美穂
054▶ Q34 患者さんが歯周外科処置を拒んでいます。
どうしたらよいのですか？
●巻島由香里

030▶ Q15 遺伝性歯周炎の治療について教えてください。
●近藤和明

chap.

019▶ Q06 歯周病細菌検査の結果をどのように説明すれ
ばよいのですか？
●巻島由香里

026▶ Q12 全身疾患や服薬中の薬について、歯科衛生士
はどの程度までの知識が求められるのですか？ 勉
強方法と合わせて教えてください。
●巻島由香里
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004

総論

055
総括 金子 至

063▶ Q40 インプラントが埋入されている患者さんへ、
ブ
ラッシングやSRPを行う際の注意点を教えてくださ
い。
●汲田 剛
064▶ Q41 歯周基本治療後に知覚過敏を起こした患者
さんへのブラッシング指導はどうすればよいのです
か？
●南塚敏子
065▶ Q42 嘔吐反射の強い患者さんに対するブラッシン
グやSRPの方法を教えてください。
●内川宗敏
066▶ Q43 視力や手の震えといった障害をもつ患者さん
に対し、
どのようなブラッシング指導が可能ですか？
●松岡詩野
067▶ Q44 高齢者へのブラッシング指導で注意すべきポ
イントを教えてください。
●成田裕子
068▶ Q45 電動歯ブラシを好む患者さんに対するブラッ
シング指導のポイントを教えてください。●北原恵子
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069

ＳＲＰ

総括 三辺正人

ト中の出血がドロドロからサラサラになるとよいと聞き
ますが、
デブライドメントを終わらせる目安はあります
か？
●新田 浩

073▶ Q46 オーバースケーリングとはどのようなものです
か？ やりすぎないポイントと合わせて教えてください。
●浅田真広
074▶ Q47 SRP後の再評価における効果判定時期や基
準について教えてください。
●稲垣幸司 安藤和枝 野口俊英
077▶ Q48 審美的な部位へのスケーラーの選択と注意点
を教えてください。
●六郷純也
078▶ Q49 プラークコントロールが不十分でのＳＲＰは臨
床的に無意味でしょうか？ ●西田英作 吉成伸夫
080▶ Q50 生活歯と失活歯とでは、SRP時の根面の硬さ
に違いがあるのでしょうか？ また、SRP時の注意点
について教えてください。
●藤井健男
082▶ Q51 ルートプレーニングとデブライドメントの手技
の違いを教えてください。 ●吉沼直人 伊藤公一
084▶ Q52 デブライドメントは１歯あたりどの程度の時間
をかければよいのでしょうか？ また、
デブライドメン

090▶ Q55 染め出しを行い、縁上プラークを徹底的に除去
してから行うSRPは、縁上プラークを除去しないとき
に比べて効果に違いはありますか？ また、染色液の
信頼性はどこまでありますか？
●景山正登
092▶ Q56 SRPを行ったにもかかわらずポケットの深さに
改善が見られない場合、何㎜以上のポケットで歯周外
科処置が必要ですか？
●深谷千絵 中川種昭
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全身リスク管理

総括 三辺正人

120▶ Q68 歯周病と全身疾患のなかで、特に糖尿病、
メタ
ボリックシンドロームとの関係を教えてください。
●河野隆幸 西村英紀
121▶ Q69 糖尿病患者さんの歯周基本治療はどのような
点に注意すればよいでしょうか？
●中澤正絵
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088▶ Q54 麻酔下、非麻酔下でSRPを行う判断基準を教
えてください。 また、麻酔使用の有無でSRPの結果
やリスクに影響はありますか？
●谷口威夫

歯肉縁下歯石を除去するコツを教えてくださ
●津田志麻 河野寛二

096▶ Q58 超音波スケーラーと手用スケーラーのSRPと
では、効果に違いはありますか？ また、手用と併用し
たほうがよいケースなど、使い分けについて教えてくだ
さい。
●沼部幸博
098▶ Q59 超音波スケーラーでデブライドメントを行う
際、
よく
「フェザータッチ」
と表現されますが、
どの程度
の側方圧なのですか？ また、超音波スケーラーの出
力を弱くしてイリゲイションやプラーク除去に活用し
たいのですが、患者さんに痛みなく行うポイントや注
意点を教えてください。
●長谷ますみ
100▶ Q60 歯肉退縮歯の歯周基本治療後、知覚過敏が出
てきました。 有効な処置や予防のポイントを教えて
ください。
●松崎浩成
102▶ Q61 動揺の激しい歯（炎症の強い歯）
のSRPについ
て教えてください。
●横田 誠
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086▶ Q53 インプラント埋入前後に行う天然歯へのデブ
ライドメントやPMTCの効果はどのくらいありますか？
また、
それを行う適切な時期はいつですか？
●難波智美 申 基喆

094▶ Q57
い。

6

エトセトラ

122▶ Q70 喫煙者が禁煙すると、ペリオはどの程度改善
されるのですか？
●福原昌一郎

126▶ Q72 矯正中のブラッシング方法について、
注意すべ
きポイントを教えてください。
●伊藤美穂

123▶ Q71 薬（特に降圧剤、抗凝固薬、骨粗鬆症薬など）
を服用している歯周病患者さんに対する注意事項に
ついて教えてください。
●渋川義宏

127▶ Q73

3 ブラッシング

交換期のブラッシング方法を教えてください。
●吉田三紀

128▶ Q74 補綴物（不適合マージンなど）
を除去したほう
がよいのに、患者さんが拒否しています。 どのように
対応し、除去するとしたらその適切なタイミングを教
えてください。
●古橋一宏

104▶ Q62 薬液の効果を期待してヨード薬液やオゾン水
をポケット洗浄に使用していますが、
その効果や違い
を教えてください。
●佐藤 聡
106▶ Q63 歯肉の厚い患者さんと薄い患者さんに対する
器具の選択と注意点を教えてください。 ●仲谷 寛
108▶ Q64 超音波スケーラーのチップにはいろいろな形
がありますが、
どんな形があってどんな使い分けがあ
るのか教えてください。
●長岐祐子
110▶ Q65 SRPはなぜ６ブロックに分けて行う必要があ
るのですか？ また、全顎を1度に行う方法（ＦＭＤ）
と
の違いはあるのですか？
●和泉雄一 長澤敏行 古市保志
112▶ Q66 SRPと細菌検査に基づいた抗菌薬投与の位
置づけについて教えてください。 また、
どのようなケ
ースで、
どのタイミングで処方すべきなのですか？
●五味一博
114▶ Q67 SRP後の菌血症のリスクと予防法について教
えてください。
●両角俊哉 吉江弘正

125
129▶ Q75 中等度の歯周疾患に罹患している患者さん
が、時間のかかる歯周治療よりも動揺歯を早期に抜
歯して、
インプラント治療を希望しています。 歯周治
療をすれば治ると思われる状態ですが、
どのように対
応したらよいのですか？
●神庭光司
130▶ Q76 もっとスキルアップするために勉強したいと思
うのですが、先輩たちは
「勉強なんていまさら……」
と
いう態度です。 今はチームワークがよいので、私だ
けが勉強会に参加するとそれが壊れてしまうのでは
ないかと悩んでいます。 院長は現状で満足している
ようです。 どうしたらよいのですか？
●松井 力

