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【基本理念】常に「自分の家族ならばどうするか」と考えて患者様に接しています 

誰でも、自分の家族に治療をするならば、しな

くてもすむ治療は無理にはしないでしょう。逆

に必要なときは、困難があっても、無理をして

でも高度な治療を行うと思います。私たちは、

常に家族に対する気持ちで患者様に対応したい

と考えています。それが当院の基本的な考え方です。 

 

【基本方針 1】患者様に安心して来ていただける歯科医院を目指します 

当院は、地域の患者様が気軽に治療や定期検診

のために来院され、納得の上で安心して治療を

受け、満足して笑顔で帰られる、そんなクリニ

ックを目指しています。 

 

保険診療が中心です 

保険診療でも、歯科医師の診療技術と努力でかなりの部分の治療は可能です。

多くの医科診療と同じように、歯科治療についても、できるだけ経済的な心配

のないような診療をご提供したいというのが当院の基本方針です。 

【基本方針 2】最小限で最適な治療をご提供します 

実のところ、歯科治療のほとんどは患者様の体

に負担（外科的侵襲）を与えてしまいます。治

療をすればするほど歯は悪くなるのです。でき

れば治療は少ないに越したことはありません。 

 

そこで当院では、患者様のご協力のもとにできる限りの予防を行い、しなくて

もすむ治療、オーバートリートメント(やり過ぎの治療)は行いません。刻々と

変化するお口の中の状態に合わせながら、最小限で最適な治療を行っています。 

 

ご要望にお応えするための多様な診療技術はご用意しています 

最小限とはいっても、銀歯や入れ歯が精神的な苦痛となったり、より審美性や

機能性を求められたりする患者様もいらっしゃいます。当院では、自由診療の

審美性の高い素材も用意し、高度なインプラント治療にも対応しています。な

るべく高額医療とならないように気をつけながら、多様な治療の選択肢を揃え、

患者様のニーズにお応えします。 
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【基本方針 3】治療に際しては、最高・最善の治療を目指します 

治療は最小限にしたいと考えていますが、治療

が必要とあれば最善を目指すのも当院の方針で

す。最新の知識や診療技術も積極的に導入し、

重度のむし歯や歯周病にも最新医療機器、設備

をフル活用して治療にあたります。 

 

歯を守り、残すための専門的な治療も行います 

当院では、外傷歯科や歯牙移植、根管治療など、本来の歯を守り、生かすため

の専門的な治療にも取り組んでいます。患者様一人ひとりの歯を大切に、その

時々のお気持ちや症状、ライフスタイルに対応できるように、心のこもった最

高の治療を行います。 

 

【基本方針 3】治療に際しては、最高・最善の治療を目指します 

・ 医療人としてのプロ意識を持って診療に携わります 

・ 常に感謝と笑顔を忘れず、患者様と信頼関係を築きます 

・ 患者様の時間を大切にし、快適に過ごしていただきます 

・ 地域の一員としての責任を果たし、宮若から健康を広げます 

・ 患者様の将来の利益のために、医学的知識と診療技術の向上に努力を惜し

みません 

【受付】 

 

【待合室】 
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【キッズコーナー】 

 

 

【診療室】 

 

 

 

【ブラッシングスペース】 

 

 

【レントゲン室】 
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【感染対策】 

 

ライフスタイルに当院では安心・安全な治療を行うために滅菌専用ルームを用

意し、徹底した感染対策を行っております。手袋やコップ、エプロンまで、可

能な限りディスポーサブル（使い捨て）を徹底し、使用する器具は高圧蒸気滅

菌器にて滅菌処理を行い、患者様一人ひとりに滅菌パックに入れて提供し、治

療直前に開封いたします。 

   

 

 

えとう歯科クリニック 

 

【住所】 

〒823-0003 

福岡県宮若市本城 1132-1 

 

【電話番号】0 9 4 9 - 3 3 - 1 1 2 2  

 

【診療時間】 

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 

9：00～13：00 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 

14：30～19：00 ○ ○ × ○ ○ △ △ 

△：土曜・日曜は 17：00まで 

休診日：水曜・祝日 

 

【アクセス】 

本城バス停前・ルミエール宮田向かい側 

駐車場（10台）完備しております。 
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審美歯科（クラウン・インレー）の費用 

項目 イメージ ワンポイント 税抜価格 

オール 

セラミック 

 

・最高の美しさ 

・変色しない 

・金属アレルギーがない 

90,000円 

メタル 

セラミック 

 

・長年の実績があり多く使われて

いる 

・金属アレルギーがでることがあ

る 

85,000円 

ジルコニア 

セラミック 

 

・最高の美しさ 

・変色しない 

・主にブリッジに用いる（耐久性

に優れるため） 

110,000円 

ゴールド 

 

・体に害がない 

・歯の硬さに近い 

・丈夫で長持ち 

60,000円 

プラスチック 

前装冠 

 

・割れたり、取れたりする可能性

がある 

・変色しやすい 

保険適用 

金銀パラジウム

合金 

 

・一般的によく使われる素材 

・金属アレルギーがでることがあ

る 

保険適用 

オールセラミ

ックインレー 

 

・最高の美しさ 

・変色しにくい 

・金属ではないのでアレルギーが

ない 

50,000円 

ゴールド 

インレー 

 

・体に害がない 

・歯の硬さに近い 

・丈夫で長持ち 

40,000円 

金銀パラジウム

合金インレー 

 

・一般的によく使われる素材 

・金属アレルギーがでることがあ

る 

保険適用 
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ホワイトニングの費用 

項目 イメージ 内容 税抜価格 

ホームホワイト

ニング 

 

マウストレー製作込み 片顎：15,000円 

追加ホワイトニングジェル 2本入：6,000円 

 

入れ歯の費用 

項目 イメージ ワンポイント 税抜価格 

チタン床義歯 

 

・薄くて軽い 

・金属アレルギーのリスクが

少ない 

・食べ物の熱を感じやすい 

総入れ歯 

300,000円 

部分入れ歯 

220,000円 

コバルトクロム

床義歯 

 

・食べ物の熱を感じやすい 

・強度が高い 

総入れ歯 

250,000円 

部分入れ歯 

170,000円 

ノンクラスプ床

義歯 

 

・バネがなく見た目が美しい 

・金属アレルギーがない 

片側：100,000円 

両側：160,000円 

磁性アタッチメ

ント（維持装置） 

 

・バネがなく見た目が美しい 

・安定性が高い 

80,000円 

※別途入れ歯代

が必要 

プラスチック 

義歯 

 

・厚みがあり違和感を感じや

すい 

・経年劣化しやすい 

保険適用 
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インプラントの費用 

項目 イメージ 内容 税込価格 

インプラント料 

 

CT、1次・2次手術、印象、上

部構造（人工歯）、アバットメ

ント（土台）、インプラント体 

全て込み 

350,000円 

オプション 

外科処置 

 

GBR 50,000円 

ソケットリフト 70,000円 

 

矯正歯科治療の費用 

項目 イメージ 内容 税抜価格 

小児矯正 

 

ムーシールドによる矯正 30,000円 

成人矯正 

 

部分矯正（MTM） 

※歯数により金額は変わり

ます 

20,000円～ 
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歯科が苦手な方も安心です 

「歯科治療は痛い」「痛いことをされるから、

歯医者には行きたくない」そんな思いをお持ち

の方が多いようです。歯科治療は、まったくの

無痛で行うことはできません。 

 

しかし、医療技術の発達と歯科医師の努力で、

ほとんど気にならないぐらいまで痛みを少なくすることができます。当院では

「痛いのは苦手」という方にも安心して治療を受けていただくために、痛みを

少なくする治療に徹底的にこだわり、できる限りの努力を行っています。 

 

効果的な表面麻酔を導入しています 

歯科医師にとっても、患者様に痛みを与える治

療は本当につらいものです。できれば痛い治療

は避けたいのです。そこで当院では、多くの患

者様がイヤだと言う「麻酔注射のチクッとした

痛み」を少なくすることに注力しています。 

 

まず麻酔注射前に表面麻酔をしっかり効かせ、表面麻酔が効いている部位に細

い針で優しくていねいに注射していきます。それにより、痛みを軽減すること

ができます。 

 

精神的にも痛みを和らげることを心がけています 

痛みの感じ方は人によって異なり、同じ方でも

場合によって異なることがあります。緊張して

いるとちょっとした痛みも大きく感じ、反対に

リラックスしていると思ったより痛くないと

感じられるものです。 

 

そこで、当院では患者様がリラックスできる環境づくりを心がけ、治療の前に

は、どんなことをするのか、痛みがあるかもしれないことなどをていねいに説

明しています。そして、患者様に安心して治療を受けていただけるよう、何よ

りも信頼関係を大事にしています。 
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まずは患者様の不安や疑問にお答えし、お話を聞くことから始めています 

「歯を残したい」「痛い治療は苦手」「どんな治

療か不安」そんなお気持ちを何でも話してくだ

さい。何でも聞いてください。当院では、患者

様の症状やお悩み、ご希望をじっくりと伺った

上で、今の患者様に必要な治療について詳しく

ご説明し、また疑問や質問にも包み隠さずお答えして不安を解消するように努

めています。 

 

もちろん我慢できない痛みや緊急を要する治療については迅速に対処し、その

上で患者様のお話をお聞きします。治療費など聞きにくいことや小さなお悩み

でも気軽に話していただけるように、お話ししやすい雰囲気やリラックスでき

る環境を整えています。 

 

必ず納得していただいてから治療を始めますす 

歯科医療の現場では、残念ながら歯科医師と患者様の間でのトラブルや行き違

いが起こることがあります。その多くは、歯科医師側の説明不足や、患者様の

「治るだろう」という過度の期待が原因だと考えられます。 

そこで当院では、できるだけ患者様のお話や

ご希望をしっかりと聞くと共に、的確な診

査・診断によって治療計画を立てます。プロ

の立場から真摯なアドバイスを行い、患者様

と一緒に考えながら最適な治療法を決定しま

す。そして、何よりも患者様に納得して診療を受けていただくことを大切にし

ています。 

 

リスクやメリット・デメリットも詳しく説明します 

できるだけ歯を守り、残すことがモットーですが、歯を残すことが明らかにデ

メリットとなる場合は抜歯をご提案することもあります。当院では、治療する

場合／しない場合のリスク、それぞれの治療のメリット・デメリットを詳しく

お伝えしてご相談します。ご納得・ご理解いただいてから、治療を選択してい

ただいています。 
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歯科医院は痛いところ、怖いところというイメージを変えたいと思っています 

「できれば歯科医院には行きたくない」「痛い

ことをされるのはイヤだ」など、歯科医院には

あまり行きたくないというのが多くの方の本

音だと思います。それは、歯科治療は痛いとい

うイメージが定着し、痛いところ、怖いところ

だと考えられているからです。 

 

そうしたイメージをもっとプラスに変え、歯科医院は楽しいところ、居心地の

よいところというイメージに変えたいと私たちは考えています。そして、多く

の方が定期的に通院されるようになり、結果的に治療の必要性が減り、20年後

は、治療を受ける患者様より定期検診とメンテナンスの患者様であふれかえる

のが、私たちの夢です。 

 

ゆったりくつろいでいただける雰囲気づくりに力を入れています 

当院では、できるだけ気軽に通院していただき、リラックスして治療やメンテ

ナンスを受けていただけるように、居心地のよい院内環境づくりにも力を入れ

ています。 

院内はバリアフリーですので、お子さんから

ご高齢の方まで安心して来ていただくことが

できます。キッズスペースもありますので、

お子さん連れのお母さんも安心して治療を受

けていただけます。 

 

土曜・日曜も夕方 5時まで診療し、急な痛みや口元のケガなど、急患の方にも

多くご利用いただいています。地域の皆様が通いやすく、何でも相談できる、

そんなホームドクターを目指しています。歯に関することならば、何でもお気

軽にご相談ください。 
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お口をキレイにするのだから、院内もキレイであるべきです 

「院内はピカピカ」「患者様もスタッフも気持

ちよく」これが私たちの合言葉です。赤ちゃん

からご高齢の方まで安心して来ていただける

ように清潔にしなければならないと考え、目に

見えるところから見えないところまで、毎日院

内を清潔に保てるよう努めています。 

 

患者様が触れる場所、治療に使う器具やお口の中に入る物はすべて滅菌してい

ます。また、患者様の使う紙コップやエプロン、ドクターや歯科衛生士が使う

手袋、注射針などは、1 回の治療ごとに使い捨てるディスポーザブルタイプを

使用しています。スタッフも常に清潔な環境の徹底を意識して行動しています。 

 

滅菌と消毒の違いをご存知ですか？ 

滅菌とは、病原体・非病原体を問わず、すべての微生物（ウイルス）を死滅さ

せることです。消毒は、生存する微生物の数を減らすもので、微生物をすべて

死滅させることができません。消毒しただけでは、ウイルスが人から人へと渡

り歩いていくのです。 

歯科治療において、治療器具は常に血液・細

菌・ウイルスにさらされます。むし歯も歯周病

ももともとは細菌感染が原因であり、歯科医師

は細菌と戦い、患者様には細菌を除去するため

に治療を受けていただいているわけですから、

治療器具を滅菌しなくては意味がないのです。 

 

すべて滅菌しているから、感染対策に自信があります 

当院では、すべての切削器具を 1つずつパックに入れ滅菌し、患者様ごとに取

り替えて使っています。滅菌には、高熱蒸気（135℃）を器具にあてることに

より微生物を死滅させるオートクレーブ滅菌器を導入しています。万全を期し

て滅菌を徹底的に行っているから、自信を持って患者様の治療に携わることが

できます。 
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マイクロスコープは、自費・保険関係なく使用しています 

マイクロスコープは肉眼の 2～24 倍に拡大し

て見ることができるため、正確で精密、しかも

より安全に治療を行うことができます。これま

では拡大鏡を使っても見ることができなかっ

た根管の内部や歯周組織、歯の切削面なども、

マイクロスコープを使うことにより、手に取るように確認できるようになった

のです。 

 

マイクロスコープによる精度の高い効果的な治療 

たとえば、根管治療でマイクロスコープを使う

と、肉眼では見ることができない根管内部が確

認でき、より繊細な処置と治療を行うことがで

きます。また、マイクロスコープを使いながら

形成（形を整える）すると、より精度の高い補

綴物（被せ物）作ることができ、補綴物（被せ

物）が外れたりむし歯が再発したりする可能性が低くなります。 

 

さらにビデオモニターに記録ができるので、治療後、患者様に治療内容を確認

していただくこともできます。マイクロスコープを使ったより精度の高い診断

や治療を行うことで、これまで抜歯を必要としていた歯を延命できる確率も高

まると考えています。 

 

感染を防ぐためにラバーダムも使っています 

マイクロスコープを使用する際には、ラバーダ

ム（ゴムマスク）もセットで使用します。 

唾液の中には細菌が無数に生息しています。本

来、歯の根の中の神経や骨は、唾液とは直接触

れないので無菌的ですが、治療中に唾液が触れ

た時点で細菌が侵入して感染を起こします。 

 

そこで当院では、唾液などから大切な歯を守るためにラバーダムを使っていま

す。 
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抜かずに残すために歯科用 CTを導入しています 

当院では、患部を立体的に映し出す歯科用 CT

を使い、肉眼やレントゲンではわからない部位

までを詳細に確認し、歯や骨の状態をより正確

に診断しています。 

 

歯科用 CT はインプラント治療のために導入されることが一般的ですが、当院

では歯を抜かずに残す根管治療にも役立てています。歯科用 CT から得られる

情報とマイクロスコープをとおして見える実像を融合することで、正確な全体

像を把握して治療を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者様のお話を伺って状況を把握し、十分にご説明いたします。納得いただい

た上で治療を進めていきますので、疑問や不安はいつでもお気軽にご相談くだ

さい。 

 

1．お話を伺います 

初診の場合、まず患者様のご要望や不安、疑問などを

ていねいにお聞きし、併せて全身の状態もお聞きしま

す。特に「こういうことはしてほしくない」「今まで

受けた治療ではつらい経験がある」など、歯科治療に

対する不安や経験もお話しください。 

 

2．診査・診断を行います 

レントゲンを撮り、お口の中の状況を精確に把握しま

す。必要に応じて歯周病検査も行います。 
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3．急性の症状がある場合は治療を行います 

歯科医師が診察を行い、痛みなど主訴を取り除く治

療を行います。 

 

 

4．治療計画をご説明します 

痛みなどの処置後、全体的な状態をご説明して、お

口に関するさまざまなお悩みやご要望をお聞きしま

す。その情報も加えて、歯科医師が将来に向けての

全体的な治療やメンテナンスの計画を作成し、ご説

明します。ご予算や治療期間などに合わせていくつかの選択肢をご提案し、患

者様に治療法を選択していただきます。 

 

5．治療を行います 

治療計画に基づき治療を行います。治療中も、随時

患者様の疑問やご要望にお応えします。 

 

 

 

6．定期検診とメンテナンスをスタートします 

理想的な状態となったお口の中を維持していくため

に、ホームケアの指導と定期検診、メンテナンスのご

提案を行います。一生涯にわたって歯を守るために、

ここからが本当のスタートだということを患者様にも理解していただくように

心がけています。 
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できるだけ抜かない、削らない、再発させないむし歯治療 

当院では、レントゲンやマイクロスコープを用

いて症状を正確に把握し、"残せる歯は残す"方

針で、できるだけ抜かない、削らないミニマル

インターベンション（最小限の侵襲）に基づい

た最適な治療をご提案していきます。 

 

従来の歯科治療では、予防のためにむし歯になりやすい健康な部分まで削った

り、むし歯が神経に近いところまで進んでいる場合は神経を取る処置を行った

りすることが一般的でした。しかし、歯は一度削られると二度と再生できませ

ん。また、神経を取った歯は健康な歯に比べて歯質が弱くなり、割れたり折れ

たりするリスクが高まります。 

 

そこで当院では、むし歯に侵されてしまっている部分だけを慎重に削ることで

再発を防止し、歯の負担を減らします。こうして、できるだけ神経を取らずに

治療することが、歯の寿命を延ばすことにつながります。 
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CT とマイクロスコープを使った精密な根管治療 

根管治療とは、むし歯が神経に達するときや、

すでに神経を抜いている歯の根の先に膿が溜ま

っているときに行う治療で、歯科医療において

最も繊細で難しい治療です。 

 

歯の根は骨の中に埋まっていますので、レントゲン写真でその根の形や神経の

走行を確認するしかありません。しかし一般的なレントゲン写真は 2次元（平

面）であるため、奥に潜んだ根や神経を見逃すことがあります。そこで、当院

では歯科用 CTとマイクロスコープを使って立体的な状況を把握し、より精密

な治療を行っています。 

 

抜歯が必要となる場合もあります 

できるだけ抜かないことをモットーとしていますが、時には抜歯をご提案する

ことがあります。歯を失う悲しみや喪失感は理解しながらも、ほかの歯やお口

の中、体全体の健康を守るために抜歯が必要になることもあるからです。ご理

解いただき、納得して抜歯を決意されるまでお待ちしますので、不安や疑問は

何でもご相談ください。 

 

保険診療でもできるだけ白い材料で仕上げます 

当院では、保険診療でもできるだけ白い補綴物

を詰めるようにしています。そのため金属製の

補綴物は使用せず、コンポジットレジン（CR）

という材料で修復します。 

 

コンポジットレジン（CR）は当院の技術の範囲内で奥歯治療にも対応していま

すが、場合によって、より審美性や機能性を重視される方には、セラミックや

メタルボンドなど自由診療の素材も豊富に取り揃え対応しています。 

 

治療後は、むし歯の再発を防ぎ、お口全体の健康を保ちます 

そもそもむし歯は、ミュータンス菌という細菌

が歯に付着して歯垢（プラーク）を作り、さら

に食べ物の中に含まれる糖質（特に砂糖）をえ

さに酸を作って歯の成分を溶かし、発生します。

そして、歯や唾液の質、歯並びや噛み合わせ、

生活習慣などが関わって進行していきます。 
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当院では、患者様の食生活やライフスタイル、歯磨きやケアの方法なども詳し

くお聞きしてむし歯の原因を探り、その改善策や効果的な歯磨き方法をアドバ

イスします。治療後も、定期的なメンテナンスでお口のお掃除が行き届いてい

るかをチェックし、むし歯を予防していきます。単に治療するだけでなく、お

口の中を健康にしていくのが当院のむし歯治療です。 

 

むし歯の進行度と治療 

むし歯は進行状態によって CO～C4の段階に分けられます。当院では、むし歯

の進行度によって適切な治療を行うと共に、むし歯の再発を防ぐメンテナンス

をご提案します。 

 

CO 

初期むし歯の状態です。まだ歯に穴は開いていません。歯をク

リーニングし、歯磨きなどお手入れの指導を行い、再石灰化を

促しながらしばらく様子をみます。 

 

C1 

歯の表面のエナメル質にだけ穴が開いた状態です。この段階で

は痛みはありません。放置すると進行してしまうので、患部を

削って詰める治療が必要です。 

 

 

C2 

エナメル質の下にある象牙質にまで達したむし歯です。まだ

神経に達していないので強い痛みはありませんが、甘いもの

などがしみ始めます。この段階では、麻酔を使って患部を削

り、型採りをして補綴物を詰める治療を行います。 

 

C3 

むし歯が神経に達し、歯髄炎を起こした状態です。歯根膜に

炎症が起き、歯根膜炎となることもあり、激痛を伴います。

この段階では、麻酔をして歯を削り、根管治療を行います。

場合によっては神経を抜き取ります。 

 

C4 

神経が死んでしまった状態です。根管治療、もしくは抜歯と

なります。 
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徹底的な予防と治療で歯を残します 

歯周病とは、土台となる骨が溶けてしまい、歯

がグラグラして抜け落ちる病気です。日本人の

成人の約 80％以上が歯周病と言われ、歯を失う

原因の中で最も多く、一生治らない病気と諦め

ている方も多いようです。しかし歯科医療が発

達し、早期発見・治療により、ほとんどの歯周病の進行をくい止めることがで

きるようになりました。 

 

当院では、3 か月ごとの定期検診とメンテナンスによる徹底的な予防と早期治

療で、歯周病の進行を防ぎます。重度の歯周病の場合は歯周外科治療など高度

な歯周病治療を行い、進行を食い止めます。決して諦めず、気長に治療に取り

組んでください。 

 

3か月ごとの定期検診をお勧めする理由 

歯周病を予防するためには、完全なプラークコ

ントロール（上手な歯磨き）が必要です。3 か

月ごとに専門家による歯面清掃（クリーニング）

を行えば、たとえ毎日のプラークコントロールが不十分でも、歯周病の進行は

止められることが明らかになっています。 

 

ブラッシングが苦手な方でも、3 か月ごとに定期検診とメンテナンス、ブラッ

シング指導を受けることにより、歯周病は予防できます。歯周病から歯を守る

ためにも、ぜひ定期検診にお越しください。 

 

歯周病治療は、患者様ご自身のブラッシングが基本です 

歯周病を引き起こすそもそもの原因は細菌感染

です。ですから歯周病治療では、歯科衛生士が

菌の棲み家となる歯石をていねいに取り除き、

歯石がついていた歯根面をガラスのようにツル

ツルにして、歯石をつきにくくします。 

 

歯周病治療は患者様参加型の治療です。適切なブラッシング方法をしっかり身

につけ、毎日欠かさず行うことによって適切なプラークコントロールができ、

歯周病の再発、進行を防ぐことができます。当院では、歯周病の進行度に合わ

せた治療とご家庭での適切なブラッシング指導をきめ細かく行うことにより、

患者様と二人三脚で歯周病から歯を守ります。 
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当院の歯周病治療 

SRP（スケーリング・ルートプレーニング） 

歯面にこびりついたプラークや歯石を、スケー

ラーという器具を使って取り除くスケーリング

を行います。歯根面をきれいに仕上げるルート

プレーニングを行います。 

 

フラップ手術（歯周ポケット搔爬術） 

局所麻酔を行って歯肉を切開し、歯根についた歯石を徹底的に除去する手術で

す。歯根表面の汚れや歯周ポケット内の汚れ、ダメージを受けた歯周組織を除

去してから歯肉を縫合します。この治療により、歯根面に歯ぐきが密着して汚

れが溜まりにくくなり、歯周病の再発や進行を予防します。 

 

歯周病の進行度と治療 

健康な状態 

歯ぐきの色は薄いピンク色で腫れもありません。健康な状態の

歯周ポケットは 1～2mm 程度です。 

治療：3か月に一度の定期検診を行い、歯科衛生士による歯のク

リーニングを行い、正しい歯磨き方法をアドバイスします。 

歯肉炎 

歯と歯ぐきの間にある溝にプラークが溜まり、歯ぐきに炎症が

起きた状態です。炎症とプラークにより溝が大きくなり、歯周

ポケットができます。この段階では、歯を支える歯槽骨は悪く

なっていません。 

治療：3か月に一度の定期検診で歯石を除去します。歯科衛生士による専門的な歯

のクリーニングと効果的なブラッシング指導も行います。 

 

軽度歯周炎 

歯周炎が始まり、歯周ポケットは 3～4mm 程度となります。歯

周ポケット内にプラークや歯石が溜まると、炎症がさらに広が

り、歯ぐきの色は赤身を帯びてきます。また、歯を支える歯槽

骨が溶け始めます。 

治療：歯石除去(スケーリング)を行います。歯ぐきの中の歯石は、ルートプレーニ

ングという外科的な処置で取り除きます。歯科衛生士が行う専門的な歯のクリーニ

ングを定期的に受けると同時に、毎日のブラッシングも必要です。 
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中等度歯周炎 

炎症が進行し、歯周ポケットが 4～6mm 程度と深くなった状態

です。歯槽骨の吸収が進行し、歯ぐきの腫れや出血などの自覚

症状が現れ、歯を指で押すと動くようになります。 

治療：歯石を除去します。ルートプレーニングや歯周外科手術

を行う場合もあります。術後、定期的に歯科衛生士が行う専門

的な歯のクリーニングを受けながら、毎日のブラッシングを行います。 

 

重度歯周炎 

定期的に歯ぐきが腫れて、痛みもひどくなる状態です。歯が長

く見えるようになり、グラグラ動きます。 

治療：歯を保存できる状態であれば歯周外科手術、再生療法な

どを試みます。しかし、残念ながら抜歯となる場合もあります。

ここまで進行する前に早期治療を行うことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

将来のためにむし歯を防ぎ、歯医者嫌いをつくりません 

誕生してから、乳歯、永久歯へ。子ども時代は

歯が劇的に成長するときです。それだけに、子

ども時代の予防や治療、歯に対する意識は、一

生の歯の健康に大きく関わります。 

 

乳歯のときにむし歯になると、永久歯もむし歯になりやすく、歯並びや噛み合

わせに悪い影響を与えることがあります。また治療で怖い思いをしてしまうと、

たとえむし歯は治っても歯医者嫌いとなってしまいます。そうなると、その後

も歯が悪くなってから治療を受けることになりがちで、また痛い思いをして、

いっそう歯科医院が嫌いになるという悪循環に陥ります。 

 

親御さんとの二人三脚でお子さんの歯を守ります 

将来にわたってお子さんの歯を守るには、しっかりした予防、歯を大切にする

意識、歯科医院へのよいイメージを育むことが重要です。当院では、親御さん

と一緒になって予防に力を入れると共に「怖くない歯医者さん」として、歯だ

けでなく、あごの発育や噛み合わせを守り、お子さんの将来にわたる健康づく

りのお役に立ちたいと考えています。 
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無理せず、少しずつ歯科医院に慣れてもらいます 

当院では、歯科治療が初めてのお子さんや恐怖

心の強いお子さんに、いきなり治療はしません。

可能な限りステップを踏んで、少しずつ歯科医

院に慣れてもらっています。お口を開ける練習

から始め、お口の中の水を吸ったり器具をお口

の中に入れたりするなど、治療に必要なことを 1つずつクリアしてもらいます。

トレーニングを重ねながら歯科治療を受ける準備を整え、お子さんが十分に慣

れてから予防や治療を行います。 

 

どうしても嫌がる場合は治療をしません 

どうしても嫌がるお子さんには、あえて治療はしません。無理矢理治療された

り抑えつけられたりして恐怖心を持ってしまったお子さんは、メンテナンスで

様子を見ながら成長を待ちます。それは、無理な治療を行うことによる歯科医

院への嫌なイメージ、怖い印象を決して作りたくないからです。 

 

できる限りお子さんの気持ちに寄り添いながら、将来、自ら進んで定期検診を

受けるような意識を育んでいきたいと考えています。 

 

※必要な場合は、全身麻酔で治療ができる大学病院をご紹介することもあります。 

治療の前にまず予防 

むし歯のないお子さんに育てるため、永久歯が

生え揃う頃までに歯磨き習慣を身につけること

を目指し、ご家族と一緒に歯磨き指導を行いま

す。また、毎回必ず磨き残しの染め出しを行い、

本人のブラッシングと親御さんの仕上げ磨きで

徹底的に磨けるようになるまで親子で頑張っていただきます。そして、定期検

診を習慣づけ、生涯にわたって歯の健康が維持できるように指導していきます。 

 

歯科医院でできる予防 

歯磨き指導のあとには、歯にフッ素を塗布します。また、歯の溝を埋めるシー

ラントも行いますが、お口の中の清潔が保たれていないとシーラントをしても

むし歯ができるので、お口の中がキレイになってから行います。 

 

ご家族のむし歯予防も大切に 

むし歯菌は、生後 6か月から 3歳の間に最も感染しやすく、一度感染すると一

生その種類の菌を持ち続けます。感染の機会を少なくするには、身近なご家族 

（ご両親、祖父母など）も治療を受けてむし菌を減らし、同じ箸を使わない、

口移しで食べさせないことを心がけてください。 
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お子さんの歯の成長プロセス 

6～7か月頃から 

乳歯は、生後 6～7か月になると下の前歯から生え始め

ます。歯が生えてくる時期は個人差が大きいので、お友

だちと比べて違っていてもあまり気にしてください。 

ポイント：乳歯が生え始めたら歯医者さんデビュー。大

切な歯を守るための予防を学んでください。歯ブラシに慣れるように、ご自宅でも

お母さんが見守りながら遊ばせてあげてください。 

 

1歳半頃 

乳歯の奥歯が生え始めます。この頃から、食べ物を噛み

砕いてつぶすことができるようになってきます。 

ポイント：1日 1回、親子で歯磨きをする習慣をつけま

しょう。 

 

2歳頃 

乳歯の犬歯が生えてきます。この頃から野菜などを前歯

で噛み切る能力が高まります。 

ポイント：食後の歯磨きを習慣づけましょう。仕上げ磨

きを嫌がる場合は、場所を絞って短時間で磨きます。 

 

3歳頃 

乳歯の最後の奥歯が生えてきて、だいたい 3歳頃までには 20本の乳歯がすべて生

え揃います。 

ポイント：歯磨きの大切さを教え、お子さんが自ら進んで歯磨きができるようにリ

ードしましょう。 

 

6歳頃 

乳児から永久歯への歯の生え変わりが始まります。あご

や体の成長に合わせて、6歳頃から 12歳頃の間に永久

歯に生え変わります。最もむし歯になりやすい 6歳臼歯

も生えてきますので、本格的な予防を行い、歯磨き習慣

をつけましょう。 

ポイント：生えてきたばかりの奥歯は歯ブラシが届きにくく汚れが溜まりやすいの

で、特にていねいに仕上げ歯磨きをするようにしましょう。 

 

小学生 

小学生になると仕上げ磨きをやめるご家庭が増えます

が、まだ 1人では十分な歯磨きができません。10歳頃ま

では仕上げ磨きをしてください。 

ポイント：奥歯の溝と、奥歯の歯と歯の間がむし歯にな

りやすいところです。特に念入りに歯磨きすることが必要です。  
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定期検診とメンテナンスで、むし歯と歯周病をしっかり予防 

歯は治療すればするほど悪くなってしまいます。

歯科における最高の治療とは「削らないこと」

です。悪いところは治すべきですが、治療後は

もう二度と歯を削ることのないよう、予防を徹

底する必要があります。 

 

きちんと治療し、その後 3か月ごとに定期検診を受けていれば、もし新たなむ

し歯が見つかっても、小さなむし歯ですから歯に負担をかけることなく治すこ

とができます。メンテナンスでは歯石除去やクリーニングを行いますので、歯

周病が進行することもありません。 

 

定期検診・メンテナンスの患者様が多いのがよい歯科医院 

地域の皆様に定期検診とメンテナンスの重要性を理解し実践していただき、お

子さんも成長し、20年後は、治療ではなく、予防歯科の患者様であふれかえる

ような歯科医院でありたいと考えています。 

 

 

年齢やライフスタイルに合わせた予防をご提案します 

日本には、熱いものを熱いまま食べるという文

化があります。入れ歯では食べ物の温度が感じ

にくくなります。歳をとっても、美味しい物を

味わうには、歯を失わないようにしっかり守る

ことが大切です。お口の中の環境は、年齢や生

活とともに変化しています。高齢になってもしっかり噛んで食べるために、若

いうちからの予防とメンテナンスが必要です。 

 

80歳で 24本の歯を目指しましょう 

80歳で 20本の歯を残そうという 8020運動では、真ん中から数えて 5番目ま

での歯を考えています。しかし、6番目の歯を失うと、肉などをしっかり噛ん

で食べることができません。当院では、6番目まで合計 24本の歯を残すことを

目標としています。 

 

そして、患者様の年代やライフスタイルに合わせた予防歯科治療に力を入れ、

お口の中を徹底的にきれいにしながら、大切な歯をむし歯や歯周病から守りま

す。 
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当院の予防歯科メニュー 

歯科衛生士が行う専門的な歯のクリーニング 

お口の中には、むし歯や歯周病菌など、無数の細

菌が潜んでいます。こうした細菌がお互いに結び

つくと、粘着性のあるバイオフィルムという膜を

作ります。そこにプラーク（歯垢）が付着すると、

むし歯や歯周病を引き起こします。 

 

バイオフィルムは普通の歯磨きでは落ちませんので、プロによる歯のクリーニ

ングが必要です。当院では、スケーラーなどの専用器具を使い、バイオフィル

ムや歯の表面の汚れを取り、歯周ポケットの内側や歯の根の表面に付着してい

る歯石を徹底的に取り除いていきます。むし歯になりやすい方、歯周病治療中

の方にお勧めします。 

 

着色汚れを除去するエアフロー 

歯の表面にこびりついた歯石はスケーラーでは完

全に取り除くことができず、無理に汚れを落とそ

うとすると歯や歯肉を痛める原因となります。そ

こで、当院ではジェット噴流を使ったエアフロー

を行っています。 

これは水と塩の粒子をウォータースプレーで吹きつけ、歯石や歯の表面に付着

したしつこいプラーク（歯垢）はもちろん、歯にこびりついたヤニ、コーヒー

などの着色汚れを吹き飛ばしていくものです。使用後は歯の表面がツルツルし、

汚れの再付着も防ぎます。ホワイトニングの前に行うと、白くなる効果を最大

限に引き出します。 

 

プロが教えるブラッシング指導 TBI(トゥース・ブラッシング・インストラクション) 

予防の基本は、毎日のご家庭での歯磨きです。そ

こで当院では、歯科衛生士が患者様の歯を磨きな

がら、歯ブラシの当て方や正しい動かし方を指導

します。ほとんどの方は数回の指導でコツをつか

み、歯磨き上手になっていきます。歯磨きに自信

のない方はお気軽にお問い合わせください。 
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しっかり噛むことを諦めない入れ歯治療 

「もう硬いものは食べられない」「金属がある

のでしゃべりにくい」「合わなくて痛い」入れ

歯について、そんなお悩みをお持ちの方は多い

ようです。「もう歳だから」「入れ歯だから」と

諦めている方も少なくありません。 

 

しかし、よく噛むこと、噛んで食べることは、心と体の健康につながります。

しっかり噛んで食べて、人生を楽しんでいただきたいものです。そこで当院で

は、お口の中にジャストフィットする入れ歯など、毎日の食事やおしゃべりを

楽しめる入れ歯治療をご提案しています。 

 

バネのない快適な入れ歯「ノンクラスプデンチャー」もご用意しております 

当院でお勧めしているのは、お口に優しいノンクラスプデンチャーです。これ

は歯肉に密着する部分に柔らかい素材を使った入れ歯です。柔らかいので歯肉

にぴったりフィットし、安定性が高いため、ずれたり外れたりすることがあり

ません。当院の入れ歯で、もう一度噛める喜びを取り戻して充実した人生を過

ごしてください。 

ノンクラスプデンチャーは柔らかい素材ででき

ているため、歯ぐきと入れ歯がソフトに密着し、

噛む力を入れ歯全体に分散するので痛みが生じ

ません。また、食べ物を噛んだときに歯や歯ぐ

きに加わる力も吸収するので、噛む力や噛み砕

く力も向上します。 

 

バネのない快適な入れ歯「ノンクラスプデンチャー」もご用意しております 

金属バネの入れ歯を入れると、バネをかける歯

に負担がかかり、痛みが生じたり負担のかかる

歯が悪くなったりします。こうした問題を根本

的に解決するのが、インプラントで入れ歯を支

える治療法です。 

 

インプラント埋入手術が必要となりますが、ぐらついたり沈んだりすることが

なく噛む力がしっかり伝わり、自分の歯に近い感覚で使用できます。肉のよう

に硬いものもしっかり噛むことができるので「自分の歯のように食事を楽しめ

る」と多くの患者様に好評です。 
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保険診療でも、できるだけ美しさにこだわった治療を行います 

審美歯科とは、歯の白さや歯並びなど、歯の美し

さを重視した歯科治療です。自由診療のイメージ

がありますが、当院では「審美性は当たり前のこ

と」と考え、保険診療でもより自然に近い仕上が

りを重視した治療を行っています。 

 

歯に被せ物をした場合、周りの歯から浮いて見えたり、くすんで見えてしまっ

たりすることがあります。当院では歯の見え方にも留意し、笑うと見える歯（真

ん中から数えて 4番目・5番目の小臼歯など）には歯の色に近いコンポジット

レジンを使うなど、きめ細かく色や形の調整を行い、患者様に納得していただ

ける治療を心がけています。 

 

審美のためにも予防が大切です 

どれほどきれいな被せ物でも、むし歯や歯周病がない天然の歯に勝るものはあ

りません。審美性の高い治療を行うと共に、今ある歯をむし歯や歯周病から守

る大切さもお伝えしています。 

 

もっと美しく白い歯をお望みの方にも対応します 

より美しく自然な補綴物を望まれる方には、セラ

ミックなど、さらに審美性の高い材料もご用意し

ています。また完成度の高い補綴物は、歯に被せ

たときに隙間ができず、しっかりと噛み合います。

当院では、優秀な歯科技工士と提携し、審美的に

も機能的にも優れた、より天然の歯に近い歯をご提供しています。 

 

当院の審美歯科メニュー 

オールセラミック 

セラミック（陶材）を使った人工歯で、透明感があり自然の

歯に近い仕上がりとなります。特に見た目が気になる前歯や

小臼歯に適しています。微妙な色の調整が可能で、周りの歯

と合わせた色にすることもできます。金属アレルギーの心配

もなく、歯の根元や歯ぐきの変色が少ない優れた素材です。 

 

メタルボンド 

金属冠の上にセラミック製の人工歯を焼きつけたものです。

自然な色とつやがあり、ナチュラルな色合いが再現できます。

また汚れがつきにくく、耐久性も高いので、前歯、奥歯を問

わず長期間安定した状態で使うことができます。 
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白く輝く健やかな歯を手に入れるホワイトニング 

ホワイトニングは、歯を削ることなく、薬剤の力

で白く輝くようにする治療法です。気になるとこ

ろがきれいになると、歯の健康や美しさを守るモ

チベーションも高まります。当院では、手軽にご

家庭で行えるホームホワイトニングをお勧めし

ています。 

 

歯科医師の指導のもと、歯科衛生士がきめ細かくアドバイスしますので、安心

して取り組んでいただけます。着色汚れがつきにくいライフスタイルや効果的

な歯磨き方法もアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。 

 

ご家庭で気軽にできるホームホワイトニング 

当院でお口の形に合わせたトレーを作り、ご自宅で施術していただきます。当

院では、ホワイトニングで歯をきれいにして患者様に喜んでいただき、お口の

中の健康や美しさに対する関心を高めていただきたいと考えて、手頃な価格で

提供しています。 

 

 

 

歯並びを美しくすることは、予防にもつながります 

矯正治療が浸透し、気軽に矯正治療を受ける方

も増えてきました。歯並びがきれいに整うと歯

磨きがしやすくなり、きれいな口元を維持した

いという意識が高まるため、むし歯や歯周病を

予防することができます。当院では、歯を守る

という視点で歯科矯正を考えています。 

 

歯並びをチェックしましょう 

よい歯並びとは、永久歯 28本（親知らずを入れると 32本）がきれいなアーチ

状に並び、でこぼこがなく、上下の歯がしっかり噛み合っている状態です。何

か心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。 

 

気になるところを治す部分矯正に対応しています 

本格的な矯正治療は矯正専門医をご紹介していますが、1本～数本に限定して

行う部分矯正には対応しています。通常の矯正は多数の歯を動かすため、治療

に 2～3年程度の歳月が必要ですが、部分矯正は、補綴処置を組み合わせれば

半年程度で症状を改善できます。 
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全体的に行う全体矯正よりも短い期間で、かつ

費用も安価ですむため、最近は部分矯正を受け

る方が増えています。1本だけ飛び出ている出っ

歯や八重歯、隙間が空いている前歯、傾いてい

る歯をまっすぐに修正したい方などは、ぜひご

相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

噛める喜びを取り戻すのがインプラント治療です 

歯を失った場合、人工歯根（インプラント体）

をあごの骨の中に埋め込み、その上から人工歯

を被せて歯の機能を回復する治療がインプラン

トです。あごの骨の中に固定されるため、がた

つきがなく、天然歯のような安定した噛み心地

が得られます。 

 

ただし治療後も、インプラント歯周炎などのトラブルを防ぐために、メンテナ

ンスを続けなくてはならないのもインプラントの特徴です。当院では、インプ

ラント治療を希望される患者様には、メリット・デメリット、リスク、施術後

のメンテナンスまできちんと説明した上で治療を選択していただいています。 

 

＜インプラントのメリット＞ 

・ ほかの歯に支えてもらう必要がないため、周囲の歯を削ったり負担をかけ

たりすることがない 

・ 硬いものも噛むことができ、異物感などもない 

・ 発音が安定し、しゃべりやすくなる（入れ歯に比べて） 
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＜インプラントのデメリット＞ 

・ 外科的な手術が必要 

・ ブリッジや入れ歯と比べると高額 

・ ある程度以上の骨が残っていない場合は治療できない 

 

歯科用 CTを活用し、安心・安全な治療を行います 

当院では、最新の歯科用 CTを導入し、3次元

画像を用いたインプラント治療を行っていま

す。あごの骨の状態が立体的に確認でき、特に

従来の平面画像では難しいとされてきた骨の

幅を確認することができますので、安心・安全

にインプラント治療を行うことができます。 

 

治療後はメンテナンスでインプラントを維持 

インプラント埋入後はクリーニングや噛み合

わせの調整などをしっかりと行う必要があり、

定期的なメンテナンスがとても重要です。特に、

歯ぎしりやくいしばりをしがちな方やお手入

れが行き届きにくい方にはこまめなチェック

が必要です。 

当院では、患者様の症状やご要望に合わせてインプラント埋入後の定期的なメ

ンテナンスをご提案し、無理なく効果的なお掃除やケアが続けられるように配

慮しています。 

 

●インプラント治療が向かない方の例 

・妊娠中の方 

・全身疾患（糖尿病や高血圧）のある方、 

・ほかの歯根に感染症のある方、重篤な歯周病の方 

・あごの骨の少ない方、骨粗しょう症の方 

・チタンアレルギーの方 

・あごの骨の成長が終わっていない方 

・タバコを吸う方 

・定期的なメンテナンスに通院できない方 

 

インプラント治療の流れ 

1．診断と計画 

まずインプラント治療が可能かどうかを判断し、診査に

基づき治療計画を立てます。インプラントを埋め込むあ

ごの骨の形や硬さ、噛み合わせを診査するためにお口の

中の型を採り、あごの骨の大きさや骨の質を検査するた

めのレントゲン撮影、CT撮影を行います。 
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2．インプラント埋入（一次手術） 

局所麻酔を行い、あごの骨にねじの形をしたチタン製の

インプラント（人工歯根）を埋入します。これが新しい

歯の土台となります。 

 

 

3．治癒期間 

インプラント埋入後、インプラントが歯肉で覆われ、骨

とインプラントが一体化するのを待ちます。通常 3～6

か月かかります。 

 

 

4．アバットメント連結（二次手術） 

インプラントが完全にあごの骨と一体化したあと、2回

目の手術を行い、インプラント体にアバットメントとい

う部品を取りつけます。その後、歯肉の治癒を待ちます。 

 

 

5．上部構造（人工歯）の製作、装着 

歯肉の治癒後、アバットメントの型採りを行い、上部構

造（人工歯）の製作を行います。前歯などのケースでは、

一度仮歯を入れて噛み合わせの経過を観察します。問題

がなければ、最終的なセラミックの人工歯を装着します。 

 

6．治療終了後のメンテナンス 

3 か月に一度、定期的にメンテナンスに来ていただき、

お口の中の衛生環境を保ちます。 
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できるだけ歯と神経を残して守る治療 

歯のケガには、歯が割れたり折れたりする「破

折性の外傷」と、歯が抜けそうになる「脱臼性

の外傷」があります。外から見ただけではわか

らないことも多いので、注意が必要です。 

 

それぞれの状況において保存的な治療法があり、歯をほぼ元どおりに治すこと

ができますが、この治療法についての知識が広まっていないために、残念な治

し方をされてしまう場合があります。当院では、歯と神経を守ることを重視し、

適切な治療を行います。 

 

ケガをしたときは専門家の治療が必要です 

口元にケガをしたとき、症状が軽い場合でもしばらくしてから症状が出ること

もあります。さらにはそのまま放置しておくと、治療しても予後が悪いことも

あるのです。また子どもの歯の場合、あとから生える永久歯に影響を与えるこ

とがあります。たとえ痛みなどの症状がない場合でも、一度ご相談ください。

急患にも対応しています。 

 

歯が欠けた、折れた、抜け落ちたなど、歯や口元のケガに対応します 

転んだりぶつかったりして歯や口元にケガをす

ることは意外と多く、特に元気なお子さんに多

いようです。歯が折れたり抜け落ちたりしたと

き、速やかにしっかりとした処置を行えば、ほ

とんどの場合、神経を取ったり被せたりしなく

ても修復は可能です。 

 

抜けた歯は、すぐに保存して来院ください 

ケガで抜けた歯が元に戻るかは、歯についている歯根膜が生

きているかどうかにかかっています。歯根膜は乾燥に弱いの

で、すぐに適切な保存をすることが大切です。 

 

抜け落ちた歯は、牛乳につけるのがお勧めです 

抜けた歯の歯根膜を生かしておくための身近な保存液とし

て、牛乳が最適です。適切な保存液がない場合は、お口の中（唾液）に保存してく

ださい。来院後は、検査を行ったあとすぐに歯を戻す治療（再植）を行います。 
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親知らずを活かす歯牙移植 

歯牙移植とは、むし歯が大きくて歯の根にまで

到達している場合や歯が割れてしまった場合な

ど、残念ながら歯を残せない場合、歯が生まれ

つきなかったりする場合に、親知らずを移植歯

として埋め直す治療です。 

 

移植した歯は、ほかの歯と同じように機能させることができます。噛んだ感触

や費用の点からも、インプラント治療と比べてメリットが大きい治療です。 

 

●歯牙移植ができる条件 

・患者様の年齢が 40歳前後までであること 

・口腔内に適切な移植歯（主に親知らず）があること 

 

親知らずを活かす歯牙移植 

ご自身の歯と同じ感覚で噛むことができます。移植できる歯が「親知らず」で、

移植する場所に歯がまだ残っている場合など、条件に合えば保険適用となりま

す。すでに抜かれている歯や元々歯がない場合などは保険適用となりません。 

抜いた方がよいかどうか、きちんと見極めることが必要です 

親知らずは、生え方によっては歯磨きがしにく

く、むし歯になりやすくなります。しかもむし

歯になってしまった場合、一番奥の歯なので治

療器具が届きにくく、その後のメンテナンスも

難しいので、治療をしても高確率で再発します。

親知らずは、症状を見極め、早めに治療をしておくことが必要です。 

 

●抜歯した方がよいと考えられる親知らずの例 

・中途半端に生えてきて歯の一部だけが見えている 

・横向きに生えている 

・骨の中に完全に埋まっているが、レントゲン写真上問題がある 

・歯並びを悪くする恐れがある 

 

難症例の親知らずの抜歯にも対応します 

根が横に生えていたりあごの中に埋まっていたりする親知らずは、抜歯をする

ときに血管や神経を傷つけてしまう恐れがあります。複雑に生えている親知ら

ずの抜歯は難しく、大学病院や症例経験が豊富な歯科医師、口腔外科を得意と

するドクターに紹介されることが多くなっています。 
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当院の院長は、親知らず治療で権威ある歯科医

師のもとで研鑽を積み、難症例についても安全

かつ的確に処置してきた実績があります。また

歯科用 CTを活用し、神経や骨の状態を立体的

に確認しながら治療を進めますので、精度の高

い治療が可能です。他院では処置が難しいと断られた方もご相談ください。 

 

過剰歯の抜歯も行っています 

通常、歯は乳歯で 20本、永久歯では 28本、そ

れに親知らずが 1～4本加わります。それより

も多く出現した歯を過剰歯と呼びます。過剰歯

は上あごの前歯の歯根付近に出現することが多

く、真ん中の歯の間に出現したものが「正中過

剰歯」、過剰歯が埋まっている状態のものが「正中埋伏過剰歯」で、放っておく

と歯並びに影響が出る可能性があります。 

 

そのため、乳歯から永久歯に生え変わる時期に抜歯することをお勧めしていま

す。お子さんの抜歯も安心してお任せください。 
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多くの素晴らしい出会いに恵まれ、育てられ、助けられてきました 

こんにちは。宮若市の「えとう歯科クリニック」

院長 江藤章裕です。 

私は歯科医師を志し、埼玉県の明海大学で学び

ました。歯科医師として歩み始めたあと、多く

の先生方に出会い、根管治療や外傷歯科、歯牙

移植、親知らず治療など、さまざまな歯科診療の研鑽を積むことができました。 

 

さまざまな歯科治療を学び、多くの患者様にご提供する中で私がずっと大切に

してきたのは、1本でも多くの歯を残し、歯を守り、歯を大切にすることです。

開業した今も、高度な治療をすることより、確かな予防で歯を守りたいと心か

ら思っています。もちろん治療は大切ですが、予防も大切にしたいのです。適

切な治療をしたあとは、定期検診とメンテナンスで歯の健康を守っていただき

たいと考えています。 

 

【歯科医療に対する私の思い】医療とは患者様の将来を考えること 

世の中で「よし」とされる治療と予防を行っていくために、私はもちろん、ス

タッフ一丸となって学術と臨床に手を抜くことなく、緊張感を持って患者様一

人ひとりと接していくことをお約束します。す

べては患者様の将来の利益のために。これから

も医学的知識・技術の向上に努力を惜しまない

ことを誓います。 


