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こんにちは。アメニティ歯科、院長の杉原紳介です。当院は、インプラント治

療・審美歯科・矯正歯科に力を入れており、また、予防歯科・小児歯科・口腔

外科にも対応しています。 インプラント治療では CT診断を行っておりますの

で、安心して治療を受けていただくことができます。 

 

この小冊子では当院の治療方針や治療内容についてご紹介しています。少しで

も当院について知っていただくきっかけになれば幸いです。 

 

 

 

「痛い」「こわい」「行きたくない」場所。"歯科医院"にはそんなイメージが強

いと思います。当院では、患者さまの負担をできるだけ少なくし、歯科医院へ

の抵抗感をなくせるようにと、最先端機器を導入しました。痛みをおさえ、費

用的にも安心で、安全・正確な治療を提供しています。 

 

当院では、安全性の高い治療・確かな治療のた

めに、最先端の CT（sirona 社 ガリレオス）を

導入しています。この最新技術の導入により、

小さな領域を診断したいときも、再撮影の必要がなく、ズームで画像を表示で

きるようになりました。 

 

 

レーザーで虫歯を判断することで、確実な早期

発見ができるようになります。さらに、痛みの

ない診断や、虫歯のレベルに応じた適切な治療

が可能となるのです。 
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痛みと振動が少ない治療用レーザー（パルスマ

スター600IQ：YAGレーザー）を使用し、患者

さまの負担を少しでも軽減できるよう努めて

います。 

 

歯周病検査にはマイクロスコープ位相差顕微

鏡を使用。口腔内細菌の種類や量を細かくはか

れるので、患者さまひとりひとりに合わせた除

菌方法での治療ができるようになりました。 

 

口臭測定は大学病院や他の医療機関では費用が

かかりますが、アメニティ歯科では無料です。 

 

 

 

 

当医院では、モイスチャーチェッカーを用いた、

口腔粘膜の水分測定を行っております。 

 

患者さまに安心・安全な治療を提供するため、

救命救急蘇生実習および AED 実習を修了した

スタッフが在駐しております 
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患者さまが安心して、治療を受けてもらえるよ

う、当院ではスタッフと患者さまとの密なコミ

ュニケーションを大切にしています。患者さま

の目線に立った説明を心がけ、また、清潔で心

地よい院内環境にこだわり、いつでも笑顔があ

ふれているような、明るい空間を全スタッフで

つくり上げています。 

 

治療のことだけではなく、患者さまとその時々

の話題、家族の話、仕事の悩み、趣味のことな

ど、なんでも気兼ねなく話していただけるよう

な関係づくりに努めています。 

そうした何気ない話の積み重ねで、互いの「信

頼関係」が生まれ、治療方針などについても、より密なコミュニケーションが

とれるようになっていきます。患者さまの希望や都合をしっかり聞いたうえで、

「ご意見はとてもよくわかりました。それでしたら、〇〇という治療法はどう

ですか？」と新たに提案して進めることも。 

信頼があってはじめて成り立つ治療相談を、今後も積極的に続けていきます。 

患者さまに、治療への理解を深めていただくため、口腔内カメラ（プチピクト）

で撮った画像を、チェアーサイドで見ていただいています。分かりづらい裏側

や奥歯などもモニターで確認でき、治療前、治療後の状態を自分の目でしっか

り見ることができます。 

 

ほかにも、iPad を活用し、症例写真を見せて、

治療後のイメージをお伝えするなど、言葉だけ

ではない、より分かりやすく親切なインフォー

ムドコンセントを目指しています。 
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当院では、麻酔から治療まで、痛みを軽減す

るさまざまな取り組みを行っています。患者

さまの負担を減らした新しい治療法で、「歯科

医院って、痛くないんだ！」とみなさまに思

ってもらえるように、これからもつとめてま

いります。 

 

当院では、歯ぐきの表面に「表面麻酔」を塗り、粘膜表面の痛みを麻痺させて

います。そうすることで、注射の針を刺すときの痛みを感じにくくするのです。 

 

さらに、注射したときの痛みを軽減するため、歯科用としてはもっとも細い注

射針 33Gを使用しています。刺したことに気づかないことも多く、患者さまに

「これならこわくない」という声をいただいています。 

 

注射の痛みは、針を刺すことで生まれるものではなく、実は、注入のスピード

による圧力で生じています。そこで当院では、一定の圧力で麻酔薬を注入する

電動麻酔を使用し、痛みの軽減につとめています。 

 

麻酔薬が冷たいと、痛みを感じやすくなります。そこで、麻酔薬は常にひと肌

に合わせた温度にするなどの工夫も行っています。 

 

麻酔での十分な配慮に加え、治療では「治療用レーザー」を使用して痛みを少

なくするなど、患者さまにとって快適な診察、治療を目指して、日々邁進して

います。 

  

 

 

 

 

電動麻酔器      治療用レーザー（YAG レーザー） 
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矯正をしているお子さんが多いのは、それだ

け、早くから対応するメリットが多いからで

す。子どものころは、あごの骨格から治療で

きるため、歯への負担がより少なく、見た目

も整いやすくなります。あごの骨がやわらか

く、上あごと下あごの骨格のバランスを調整

したり、顎骨の幅を広げることができるのです。 

 

また、噛み合わせを改善することで、永久歯が生えてくる段階で、新しい歯が

自然にきれいに並ぶように調整することもできます。生涯にかかる費用が低く

抑えられるという点でも、早期から取り組むことをオススメしています。 

 

小児矯正治療には、永久歯が生え揃うまでの段階で行う「第 1期治療」と、永

久歯が生え揃ってから行う「第 2期治療」の 2段階があります。 

第 1期治療では、歯の生え変わりとの関係で適切な時期を選ぶことが大切なの

で、7 歳から 8 歳ころに一度相談に行き、医師に判断してもらうことをオスス

メします。 

 

永久歯がきれいにならぶスペースがないと、歯はゆがんだ位置に生え、そのま

ま成長してしまいます。そこで、歯が生えてくる前に、あごの骨格を広げる治

療を行うことで、きれいに並んで生えてくるように矯正していくのです。 

 

奥歯の噛み合わせなども、成長期に骨格のゆがみの原因となるので、早めに治

療することが大切です。ただ、歯並びが悪くなる原因は、人によってさまざま。

最適な治療開始時期は個人によって変わりますので、一度、健診のつもりで矯

正相談にきていただければと思います。 
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皆さまが気持ちよくご来院いた

だけるよう、スタッフ一同笑顔

でお迎えいたしております。歯

についてのお悩み、ご相談はお

気軽にお申し付けください。ス

タッフ一同皆さまのご来院を心よりお待ちしております。 

 

待合室は、広々と心身共リラッ

クスして頂くためのゆとりある

空間を用意いたしました。ゆっ

たりとしたソファーにマッサー

ジチェアー、インテリアにもこだわり、少しでも待合室にてリラックスして頂

きたく、最善をつくしております。 

 

患者さまに少しでもリラックス

した状態で診療や相談ができる

よう各診察台をパーテーション

で仕切りをしております。常に

気持ちよく使用していただくた

めに、感染対策や滅菌には細心の注意を払っています。 

 

ユニットのかたわらにはモニターを設置。患者さまのお口の中の写真を映しな

がらご説明することで、分かりやすい治療案内ができるよう心がけております。 
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個室の診療室もご用意してあり

ますので、お子さま連れの方、

プライバシーを重視される方に

も対応できます。 インプラント

や外科処置などのオペ室として

も使用しています。 

 

当院では、患者さまに安心して

治療を受けていただくためにホ

ルマリンガスを利用した殺菌シ

ステムや高圧蒸気滅菌、高圧ア

ルコール蒸気滅菌といった数種

類の滅菌器を使用し、器具やタービン類を確実に殺菌しております。また、日々

使う機器の洗浄は、最新のメディカル洗浄器（ミーレ G7891）を採用していま

すので、安心して治療をお受けいただけます。 

また、当院では空気清浄装置エアロシステム

35M でウィルス・殺菌・微粉塵を除去して清

潔で安心できるクリーンな環境を作っていま

す。 
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虫歯はとにかく早期発見が大事。そのために

当院では、すべての患者さまに定期健診をオ

ススメしています。口の状態を定期的にきち

んとチェックすることで、結果として、治療

費の削減や、大規模な治療による負担の軽減

をもたらすのです。 

 

「行くのがめんどうくさい」「健診費用がかかるから...」などと考えるかもし

れませんが、虫歯を発見できず、大規模な治療になってしまう方が、費用面で

も負担が増えるもの。いつまでも自然で健康な歯を保つためにも、ぜひ定期健

診に来ていただくことをオススメします。 

 

20歳未満の方で、定期健診を受診される方には、歯を強くする効果のある「フ

ッ素塗布」を、何度でも無料で提供しています。これまで、小学生以上の患者

さまに 2,000 円ご負担いただいていましたが、より多くの人に強い歯をもって

ほしいとの願いから、無料でのサービスに踏み切りました。こちらもぜひ利用

していただければと思います。 

 

さらに当院では、レーザーで虫歯を判断する「虫歯の光学検査機（kavo 社 ダ

イアグノデント）」を使い、見落としがちな裂溝や、歯と歯の隣接面までチェッ

ク。確実な早期発見をするとともに、痛みのない診断を可能にしています。 

 

歯科界では、2000年に国際歯科連盟によって提唱された『ミニマルインターベ

ンション』という考え方が一般的になりつつあります。 

 

■ミニマルインターベンションとは？  

これは、「歯をできるだけ削らず、神経を取ら

ず、生まれもった歯をできるだけ残して歯の寿

命を長くしよう」というコンセプトの考えです。

当院でも、この考えに基づき、できるだけ削ら

ず、負担を最小限に抑えた治療を行っています。 

 

従来の治療法では虫歯そのものや、虫歯の周辺の歯質を取り除くことがよしと

されてきました。しかし、これでは、本来、削る必要のないところまで失い、

生まれ持った歯の大部分がなくなってしまっていました。 
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■"悪いところだけ"を削る、最小限の治療を行っています 

当院では、本当に悪くなったところだけを削って修復するという治療法で、患

者さまがいつまでも口内の健康を保てるようにと考えています。削る場合でも、

痛みが少なく、体への負担も軽減できる治療用レーザーを使用するなど、最善

をつくして治療に向かっています。 

 

Co（シーオー:初期う蝕、要観察歯） 

歯が溶け始めて虫歯が始まっている状態です。まだ穴が開い

ていたり、黒くなっていたりはしません。 

 

C1（エナメル質う蝕） 

虫歯菌によって歯の表面を覆っているエナメル質が溶かさ

れ、小さな穴が開いた状態です。象牙質まで達していないの

で痛みはありません。 

 

C2（象牙質う蝕） 

虫歯がエナメル質の下の象牙質まで達している状態なので、

冷たいものや甘いものがしみることがあります。触ると痛み

を感じるため、治療の際には麻酔が必要になります。 

C3（神経まで達したう蝕） 

虫歯がエナメル質と象牙質を溶かして、神経まで到達した状

態です。激しい痛みを感じる場合が多く、神経が壊死してし

まうと、細菌が根の外で炎症を起こして膿が出たり、歯ぐき

が大きく腫れたりします。 

 

C4（残根状態） 

歯のほとんどがなくなってしまい、根だけが残っている状態

です。 
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インプラントは、失った歯を人工的な歯で補

う治療法の一つで、自分の歯のように違和感

なく、食事も会話も自然にできるようになる

のが特徴です。院長は歯科医師になった当初

からインプラント治療に注目し、20年以上研

鑽を積んできました。第 1号の患者さまのイ

ンプラントの状態は今も良好で、笑顔でメンテナンスに来てくださいます。 

 

当院では多くの方に自分の歯で噛みしめる感覚を取り戻し、充実した人生を送

っていただきたいと考え、インプラント治療に力を入れています。治療の前も

後も充分なカウンセリングとご説明を行い、納得し満足していただける治療を

めざしています。 

 

従来、歯を失った方の多くは「入れ歯」や「ブリッジ」を選択されていました。

しかし、入れ歯は不快感やグラつき、痛みなどがあり、ブリッジは両隣の歯を

削らなければならないというデメリットがあります。こうした問題を解決し、

自分の歯に近い噛み心地や機能性、審美性を実現するのがインプラントです。 

 

インプラントは、歯が抜けてしまった部分にチタン製の人工歯根（インプラン

ト）を埋めてあごの骨と結合させ、それを土台に人工の歯を取り付けます。埋

め込まれたインプラントは、上のあごで 4～6か月、下のあごで 2～3か月の治

癒期間を経て骨にしっかりと結合します。入れ歯のように浮いたりずれたりす

る心配がなく、ブリッジのように周囲の歯を傷つけることもありません。見た

目や噛み心地など本物の歯と同じような機能を取り戻し、お口の中全体の健康

を守ることができます。 

 

当院では、インプラント治療 1000 例以上の豊富な治療実績と、歯科用 CT な

ど行き届いた設備を駆使し、難症例と言われるケースにも対応します。多くの

方に当院の安全で機能的なインプラント治療により、しっかり噛める喜びを取

り戻して健康で充実した毎日を送っていただきたいと思っています。 

 

上あごの奥歯（小臼歯、大臼歯の部分）は上顎洞という鼻の器官が存在するた

め、インプラントを埋めるのに必要な高さが不足している場合があります。骨

の厚みが不足している場合には骨を増やす専門的な治療を行い、インプラント

治療ができるよう準備を整えます。 
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当院では必ず治療前に CT撮影を行い、3 次元

的に血管や神経の位置、組織の状態などを把握

します。骨の奥行き・骨の幅・厚みを知ること

でインプラントを埋入する位置や方向も正確

にシミュレーションすることができるので、よ

り精度の高い、安全な治療が可能です。手術も効率的に短時間で終えることが

できますので、患者さまの負担も軽減できます。 

 

CT 撮影は今やインプラント治療に欠かせない検査の一つです。当院では院内

に歯科用 CTを完備しており、わざわざ大学病院などに撮影に行く必要がなく、

治療をスムーズに進めることができます。 

 

インプラントは本来恒久的なもので、長持ちするかしないかは治療後のメンテ

ナンスに左右されます。そこで当院では、インプラント治療後も定期的なメン

テナンスを受けていただき、口腔内の健康を維持することに努めています。 

当院では患者さまの症状やご要望に合わせて、インプラント埋入後のメンテナ

ンスをご提案し、無理なく効果的なケアが続けられるように配慮しています。

将来にわたっても快適に使っていただけるよう長持ちするインプラントをめざ

しています。 

●自信があるから保証制度を設けています 

インプラント埋入後、万が一インプラントが抜けた、壊れた等があった場合、5年

間は無償にて再手術を行います。上部構造（人工の歯・セラミック冠）も 5年間無

償で再治療させていただきます。 

※メンテナンスを定期的に受診されていたなどの条件が必要です。 

 

当院では、インプラント治療においても自然で

美しい口元を再現するよう心がけ、女性の患者

さまにも喜ばれています。お口を開けたときや

笑ったときの見え方、全体のバランスなど審美

的な観点も加えて治療計画を立てていきます。 

 

またインプラントの上に被せる上部構造にもこだわり、他の歯との色を合わせ

自然な美しい形に整え、患者さま一人ひとりに最適なものをお作りしています。

セレックで作成した手頃なタイプから、経験豊富な歯科技工士が手がけた精巧

なものまで多様なタイプをご用意し、ご希望に合わせて選んでいただくことが

できます。 
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審美歯科とは、審美（見た目の美しさ）面に重

点を置いた歯科治療です。キレイな口元に仕上

がることを目標として行われ、「悪いから治す

だけ」ではなく、「美しくするために治す」こ

とを大切に治療していきます。 

 

昔から中国や日本では、美人の例えとして明眸皓歯（めいぼうこうし）という

言葉が使われてきました。 その人の印象を左右するのはファッションや髪型だ

けでなく、実は美しい口元によって作り出される笑顔！気になる歯を美しくし

て、心の「かげり」を取り除き、精神的な健康を作るのも大切な歯科治療の目

的なのです。ここでは、代表的な治療方法と特徴をいくつかご紹介いたします。 

 

主に、神経をとった歯に行います。色だけでな

く歯並びも気になる場合、歯並びも改善しなが

ら、お好みの白さにすることができます。セレ

ック 1dayトリートメントは、セラミック（詰

めもの、かぶせもの）を従来の型どりだけでは

なく、3D光学カメラで撮影して作ります。 

チェアーサイドで制作し、口腔内へのセットまでを 1日で行える画期的なシス

テムです。 

 

自宅で自分のペースで行うホワイトニング。

歯を削らずに、歯がもともともっている自然

な白さ、美しさを引き出す治療法です。 

 

お口の形に合わせたマウスピースを歯科医院

で作り、その中に薬を塗り装着することで、ホワイトニングを行います。1 日

おきにやっていただき、だんだん白くしていきますが、1～2か月でかなりの効

果を実感できると思います。一度ですぐに効果が出るわけではありませんが、

何度も歯科医院に通院する必要もなく、白さが後戻りしにくいのもメリットと

いえます。 

 

歯科医院で行うホワイトニングで、効果がとても高い方法です。ホームホワイ

トニングよりも薬剤の濃度が高いので、知覚過敏などが起きないよう、患者さ

まとしっかり相談しながら進めていきます。 
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即効性があり、歯科医院で行うため安全で手間

がかかりません。ホームホワイトニングに比べ、

効果は長続きしないので、それぞれのメリッ

ト・デメリットをご説明し、患者さまに合った

方法を選んでもらいます。 

 

歯の表面を一層削って、セラミックを張って修復

する方法です。素材がセラミックなので磨耗が少

なく、比較的長期にわたってもつのが特徴です。

自然な色調で変色もしにくいというメリットも

あります。 

 

 PMTC は、さまざまな器具とフッ化物入りペ

ーストを用いて、すべての歯面とその周辺のプ

ラーク（歯垢）を除去する方法です。 

 

虫歯や歯周病の原因となる細菌（バイオフィル

ム）を取り除き、歯周病予防、虫歯予防、歯質を強化するとともに、ステイン

（たばこのヤニ、コーヒー、お茶などの着色）を除去し、ツルツルで美しい、

光沢のある歯を取り戻します。 
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きれいに整った歯は、周りに、明るく清潔感

のある印象を与えます。将来のお子さまの健

康を考え、小児矯正をオススメすることはも

ちろん、就職活動生やビジネスパーソンなど、

周りへの見せ方を強く意識している成人の方

にも、矯正のよさをお伝えする機会が多くなっています。お手入れが簡単な矯

正、目立たない矯正など、さまざまな種類がありますので、ぜひ一度ご相談く

ださい。 

 

子どものころは、あごの骨格から治療できるため、歯への負担がより少なく、

見た目も整いやすくなります。あごの骨がやわらかく、上あごと下あごの骨格

のバランスを調整したり、顎骨の幅を広げることができるのです。また、噛み

合わせを改善することで、永久歯が生えてくる段階で、新しい歯が自然にきれ

いに並ぶように調整することもできます。当院では 7歳から 8歳ころに一度相

談に行き、医師に判断してもらうことをオススメします。 

 

生涯にかかる費用が低く抑えられるという点でも、早期から取り組むことをオ

ススメしています。 

歯ならびが良いと、「清潔感がある」「きちんとしている」といった好印象を相

手に与え、就職活動や、商談、重要な会食の場など、さまざまな場面で多くの

メリットをもたらします。 

 

また、見た目に加え、矯正で「噛み合わせ」をしっかり治療することで、骨格

のゆがみが治り、そこからくる不調が取り除かれ、日々を健やかに過ごせるよ

うになります。スポーツのパフォーマンスが上がったり、これまで原因不明の

体の症状（不眠症や仮性近視など）に悩まされていた人も、噛み合わせを直し

ったことで改善されたケースも多くあります。成人してから矯正しても遅いだ

ろう...などと思いこまず、一度ご相談にいらしてください。 

 

成人矯正に抵抗感がある人の多くは、「歯に金

具がついているのは目立つから」と、見た目を

気にしているかと思います。そこで当院では、

目立たない矯正装置を取りそろえ、誰もが安心

して矯正に踏み切れるよう後押し。患者さまの

ご希望を伺ったうえで、その人に一番適したものをオススメしています。 
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■透明で目立ちにくいクリアアライナー（マウスピース矯正） 

取り外し式の透明なマウスピースを使用します。

歯型をとってマウスピースを製作して、歯を少し

ずつ動かしていきます。 1日 17時間以上装着す

ることが必要ですが、食事中や歯みがきのときは

外せるので衛生的。ワイヤーがなく、使い勝手が

いいとのお声をいただいています。 

 

■リンガルアーチ（舌側矯正装置） 

歯を抜かずに歯列矯正ができる、針金だけででき

た単純な歯列矯正装置です。歯の裏側に装着する

装置なので、誰にも気づかれず、ビジネスシーン

にも最適。また、凹凸のない金属ワイヤーなので、

食べ物や舌のひっかかりが気にならず、口の中の

お手入れも簡単なのが特徴です。 

 

■透明ブラケット 

歯の大きさ、形状にあわせて作る矯正装置です。

透明なブラケットをつけるため、ほとんど目立ち

ません。営業や接客業など、人前で話したり、笑

顔を見せることが多い方でも安心してつけられ

ます。また、ブラケット部分の変色がほとんどないため、治療終了まで交換す

る必要がないのも特徴です。 

 

当院では、できるだけ抜歯をしない治療を心がけています。しかし、あごが小

さかったり、歯が大きかったりすると、歯をきれいの揃える十分なスペースが

確保できず、矯正が進まないことがあります。そのため、やむなく抜歯という

選択肢をご提案することもございます。 

 

抜歯をすることで、歯列にスペースが生まれると、歯がよりスムーズに動きま

す。結果として、円滑かつ短期間で治療を進めることができ、歯並びがきれい

に整っていくのです。もちろん、抜歯のメリット・デメリットについてはきち

んとご説明いたします。 
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歯に直接固定する矯正装置では会話や食事の

ときなど、どうしても異物感が生じる場合が

あります。また、ブラッシングがしにくく虫

歯になりやすいといったデメリットがあるの

も事実です。そこでおオススメしたいのが、

マウスピース型矯正装置とよばれる透明な取

り外しができる矯正装置です。 

 

この装置を、ご自宅にいるとき、通勤中などに装着することで、少しずつ歯を

動かしていきます。この装置の最大のメリットは、装置を歯に固定させる必要

がないということ。人前では取り外しておくことができるので、治療している

ことが他人に気づかれることはほぼないでしょう。また、食事やブラッシング

中は装置を取り外せるため、普段と同じように生活ができます。 

 

しかしそのぶん、取り外しができるため患者さんの意志が強くなければ効果が

ないといったデメリットがあります。くわえて、対応できる症例が限られてい

るため、患者さんによってはこの装置での治療が難しいケースもあります。一

度ご相談にいらしていただければ、ハッキリとした結論をご提案できるかと存

じます。 

●透明感があり、装着していても目立たない。 

●食事中には矯正器具を外して自由に食事をすることができる。 

●器具を外して清掃できるため口腔内を清潔に保ちやすい。 

●器具が透明なため審美的に優れる。 

●コンピュータ上の 3Dシミュレーションを通じ、歯の移動や治療計画を視覚化 

できる。 

●アライナーを利用して矯正と同時にホワイトニングを行うことができる。 
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歯医者さんが苦手にならないように、信頼関係

の構築を何よりも大切にしています。初めて診

察を受けられるお子さまや、歯医者さんが苦手

なお子さまに対し、出来るだけ丁寧な説明をし、

治療の順番も工夫しながら信頼関係を築いて

いきます。 

 

1．大切なのはコミュニケーションと信頼関係 

初めて診察を受けられるお子さまに対して、無理に治療を始めてしまうと、口

を開けてくれなくなってしまいます。信頼を得ることを第一に優先し、しっか

りコミュニケーションを取り、痛くない治療から徐々に進めていきます。 

 

2．最新の無痛治療の導入 

お子さまに、痛みと精神的恐怖をできるだけ取り除く無痛治療を心掛けていま

す。 

 

3．お子さまへの配慮 

お子さまの歯を大切にする治療方針です。泣いたり、嫌がったりするお子さま

の治療は基本的に行いません。治療を行う際には、お子さまの心と身体の準備

が整ってから、治療を行いますのでご安心ください。 

 

お子さまの歯を守るために重要なのは、「ご家族

の心がけ」です。子どものうちから虫歯になら

ないようにしっかり予防することが一番大切で

す。そのためには、ご家族がしっかり見守って

いくことが大切なのです。お子さまの歯を守る

ためにも、しっかりと定期検査を受けましょう。 

 

歯は一生の財産です。健康な永久歯列の完成は、親から子への最高のプレゼン

トです。虫歯は感染しますから、ご家族の方もお口のコントロールに努めまし

ょう。定期検診を必ず受け、年齢に応じた専門的な指導と予防のための処置を、

歯科医師や歯科衛生士に行ってもらいましょう。 
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入れ歯が合わなくて痛むなど違和感がある場合、調整もしくは新しい入れ歯へ

の交換が必要です。今はまだ違和感だけでも、いずれ痛みに発展する可能性が

あります。当院では保険・自費問わず、患者さまに合った入れ歯をご提供して

います。豊富な入れ歯を取り扱っていますので、患者さまに合わせて適切な入

れ歯をご提案できます。 

 

また、歯が抜けてしまい、そのままにしているのは危険です。抜けた歯の周囲

の歯が、空いた隙間を埋めようと徐々に傾いてしまいます。歯並びが乱れる前

に、早めに入れ歯を作ることをおすすめします。 

 

■スマートデンチャー 

スマートデンチャーは、目立ちやすい金属のバネ

を使用しない入れ歯ですので、見た目がとても美

しく自然で、一見しただけでは入れ歯と気付かれ

ないほどです。また、床を延長して残っている歯

に負担をかけずにすみます。 

 

■トルティッシュプレート 

「トルティッシュプレート」とは、特殊合金でで

きた水分を通す金属床義歯です。プレートに、目

に見えない 40 万個もの穴があいているため、食

べ物の旨味がすり抜ける構造になっています。そ

の為、従来の入れ歯以上に食べ物の味や熱もよく

伝わり、より美味しく食事が楽しめます。また、水分を通すので口腔乾燥症の

方にもおすすめです。 

 

■マグフィット 

マグフィットは磁力の力で入れ歯を固定します。

目立ちやすい金属のバネを使用しない入れ歯です

ので、上記のスマートデンチャー同様、見た目が

とても美しく自然で、一見しただけでは入れ歯と

気付かれません。 

 

 

その他、親和性の高いゴールド床義歯やチタン床義歯、丈夫なコバルトクロム

床義歯などの金属床義歯も扱っております。 
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歯周病は日本の成人の約 80％が発症してい

ると言われており、今や国民病のひとつです。

これまで歯周病の治療がなかなかうまく行か

ず、徐々に歯を失ってしまい、困って当院へ

来院される患者さまが多くいらっしゃいます。

中には「もう入れ歯しかない」と言われて、

なかば諦めている患者さまもいます。 

 

歯周病は、歯周病菌が歯周ポケット内に感染して始まる病気です。ですから歯

周病の治療は、歯ぐきの中や歯の根に感染した細菌や歯石を取り除くことが、

メインの目的です。 

 

歯周病は、歯の根の周りにある歯槽骨が腐り、最後には歯が自然に抜け落ちて

しまう病気です。以前は歯槽膿漏と呼ばれていた疾患で、その進行度合いでは

「歯肉炎」「歯周炎」とも呼ばれます。 

 

歯周病は、歯槽骨や歯肉など歯の周りの歯周組織が炎症を起こす疾患です。ま

た、虫歯のように歯そのものを侵す病気ではありません。歯周病がひどくなる

と歯を失うことになるのですが、最初は痛み

もなく、少しずつ時間をかけて進行するので

処置が遅れがちになります。 

 

実は歯周病は若いうちに発症していることが

多く、若いうちのケアを怠った結果、歳を取ってから歯を失うということもあ

るのです。 
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予防歯科とは虫歯や歯肉炎・歯周病など、お

口のトラブルが発生する前に原因を作らない

ように予防することです。歯科医院は「虫歯

を治す」ことはもちろん、「虫歯を未然に防ぐ」

場所でもあります。現在の歯科医療では、一

度虫歯になってしまった天然歯を完全に元通

りに治すことはできません。 

 

患者さまにとって一番幸せなことは、いつまでも自分の歯で噛めることだと思

っています。そのためにも、「予防が大切」という考えを、是非もっていただき、

「虫歯にならないために定期検査を受ける」ことをおすすめします。 

 

■フッ素による虫歯予防 

歯にフッ素を塗布することで歯質を強化し、歯垢がつきにくい環境にします。 

また定期的にフッ素をぬると、歯の歯質がさらに強くなります。 

 

■PMTCによる定期クリーニングで虫歯と歯周病を予防 

歯科スタッフによる専門的なクリーニングが PMTC（Professional Mechanical 

Tooth Cleaning）です。ブラッシングだけではどうしても落としきれないプラ

ーク（汚れ）を、専用の器具を使って取り除くことができます。 

 

■シーラントによる虫歯予防 

シーラントとは、奥歯の噛みあわせ部分の溝にプラスチックを埋め込んで、そ

の部分を虫歯から守る虫歯予防です。 

 

歯肉を適度な圧力でマッサージすることにより、血液循環を促進し、栄養の補

給、老廃物の除去により代謝機能を高めます。歯肉だけではなく、普段使わな

い筋肉を伸ばしたり、粘膜をストレッチすることでマッサージ後は顎がスッキ

リします。また、トリートメントケアでは、歯に必要な栄養分を補給し、潤い

を与え、ツヤを蘇らせます。日常生活で細かいキズのついた歯にミネラルを与

えることで、内面から修復され、歯は輝きとツヤを取り戻します。 

 

■PMTC                   30分コース 3,000円（税抜） 

■PMTC+歯肉マッサージ orトリートメントケア 40分コース 3,500円（税抜） 

■PMTC+歯肉マッサージ＋トリートメントケア  50分コース 4,000円（税抜） 
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医療先進国ドイツで開発されたセレックは、

これまで型どりを経て作成していた歯の詰め

物や被せ物を、コンピュータによって精密に

生成する画期的な治療方法です。最短 1 日で

白いセラミックの被せ物や詰め物を作ること

ができ、低価格で精密なセラミックが実現し

ます。セレック治療によって、美しい口元と素敵な笑顔で患者さまに心身とも

に健康に過ごしていただくことが私たちの願いです。 

 

・最短 1日で精密な白い被せ物を作成 

・低価格で審美性の高い白い歯が実現 

・精度の高い治療で虫歯の再発を予防 

・メタルフリーで金属アレルギーも安心 

・揖斐エリア・初導入歯科医院 

 

当院で導入したセレックオムニカム（CAD/CAM システム）は、口腔内スキャ

ナーで撮影したデータを解析し、コンピュータで修復物を精密設計、当院に設

置された切削装置（ミリングマシン）で自動作成します。これまで患者さまに

負担をかけていた型どりが不要になり、しかもスピーディーに精密な白い歯の

治療が実現します。 

 

これまでは装着するまでに 1週間以上の期間が必要でしたが、セレック治療で

は、最短 1日で精密な白いセラミックの被せ物や詰め物を作ることができ、何

度も通院いただく必要もありません。当院では、新しい時代の歯科治療「セレ

ック」ならではの快適さや手軽さを、多くの方にお届けしたいと考えています。 

 

セラミック治療により、美しく白い口元、自然

な噛み心地が再現でき、しかも生体親和性に優

れた歯を手に入れることができます。しかし、

セラミックは高額になるため、治療をためらう

方もいらっしゃいます。当院では、セラミック

治療をより多くの方にご提供したいと考えて、セレックを導入しました。 

 

口腔内スキャナーのデータをもとに精密に設計・自動作成するので、従来のよ

うに歯科技工士の技量によらず、常に安定した精度の高い修復物を低価格でご

提供することができます。さまざまなタイプのセラミックの修復物をセレック

によって作成し、多くの患者さまに喜ばれています。 
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セレック治療では、セラミックと歯を精密に接

着させることで虫歯になりにくく、汚れもつき

にくいメリットがあります。これにより「虫歯

治療しても再発する」という悪循環を脱却し、

将来にわたって健康と美しさを長持ちさせる

ことができます。当院ではセレックは虫歯の再発を防ぐ最高の保存修復ツール

として考え、徹底した虫歯治療・歯周病治療と合わせて、お口全体の健康を維

持する治療法としてお勧めしています。 

 

「指輪やネックレスでかぶれやすい」「歯科医院で治療を受けてから体調がすぐ

れない」など、過去の歯科治療で使われたアマルガムやパラジウム等の金属が

長い間かけてお口の中に溶け出し、それが過剰に体に取り込まれることでアレ

ルギー反応が起きる「金属アレルギー」に悩む方が増えているようです。 

 

 

当院では金属アレルギーと考えられる患者さまには、金属の詰め物や被せ物を

アレルギーの心配がないセラミックに変えるメタルフリー治療を行っていま

す。セレックを使えば、低価格でセラミックに変えることができますので、金

属アレルギーが気になる方はご相談ください。 

 

当院院長はセレックが日本に紹介された頃から関心を持ちましたが、当時はま

だ精度や機能性の面で満足できるものではありませんでした。その後、セレッ

クオムニカム（CAD/CAM システム）の登場により、精度の高い治療が実現で

きることを確認し導入、セレック治療の研鑽を積んできました。揖斐エリアで

の第 1 号導入医院として自信を持ってセレック治療をご提供させていただき、

今では多くの患者さまに喜ばれています。 

 

セレックをよりよく使いこなすには、熟練したスキルと細部まで手間と時間を

かけた調整が必要です。他院に先駆けてセレックを導入した当院では、豊富な

知識と治療実績を持つ院長が精度の高い治療を行います。セレックに興味のあ

る方、白い歯にしたい方はぜひご相談ください。 
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 私自身、子どものころから歯にコンプレック

スがあり、ニコッとしたお口で歯を見せて、笑

顔で人と向き合うのを避けるようになってい

ました。そんな経験から、白いきれいな歯を見

せてニコッと笑えることは、健康面だけではなく、豊かな心をはぐくむために

も大切なのだと実感しています。 

 

歯の治療を通して、ひとりでも多くの方が、魅力ある笑顔で生活できるよう、

精いっぱいサポートしていきたいと思っています。 

 

 

 

不安を抱えて来院される患者さまが、安心して治療を受けていただけるように

笑顔で接するようにしています。何を困っていて、どうしていきたいのか、し

っかり話を聴くように心がけています。説明は時間をかけてしっかりと、治療

は短時間で済むように、スピーディになおかつていねいにを心がけています。 

 

患者さまの困りことは何なのか。どのようにしてほしいかなどのご希望を読み

取ること。そのためには、話しやすい雰囲気やコミュニケーションを上手くと

れるよう努力しています。 

 

安心して治療を受けて頂ける様、1 つ 1 つの動きに責任を持って丁寧に行って

いくことを心がけています。 
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患者様が安心して治療を受けて頂けるために、分かりやすい説明と丁寧な対応

に心がけています。 

 

笑顔を絶やさず、患者様の立場にたって物事を考え、丁寧に対応することを心

がけています。 

 

患者様が安心できる雰囲気づくりを心がけ、患者様と先生の架け橋となること

です。 

管理栄養士としての知識をみなさんにお伝えできればと思っています。 

 

 

患者様が来院される時、お帰りになられる時、いつでも笑顔でお見送り・挨拶

をするよう心がけています。 

 

院内をキレイにすること、器具やトレーをピカピカにすることを心がけていま

す。 
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いかがでしたか？当院について少しお分かりいただけたでしょうか？ 

 

白い歯の一般的なイメージは清潔、美しい、健康的など良いことばかりです。

その良いイメージを最大限に引き出して、さらに魅力ある人になり、より良い

人生を歩まれてはいかがでしょうか。私は、歯科医療を通して、単なる"歯の治

療"に留まることなく、その人の人生観も変えてしまうような口元の改善、かみ

合わせによる全身的な不調を取り除き、快適なお口の中をプロデュースしてい

きたいと考えています。そして、ひとりでも多くの方が素敵な笑顔で日々を過

ごせるよう、サポートしていければ幸いです。 

 

アメニティ歯科 院長 杉原 紳介 

 

 

【経歴】 

昭和 45年 1月 3日生まれ 

昭和 63年 大垣北高等学校 卒業 

平成 7年  朝日大学 歯学部 卒業 

平成 7年～平成 10年 

アカデミー歯科クリニック 勤務 

平成 10年 アメニティ歯科 開業 

 

【所属学会】 

歯科審美学会会員 

歯科口腔外科学会会員 

日本矯正歯科学会会員 

スマイルフォービューティフル C会員 

顎顔面バイオメカニクス学会会員 

日本インプラント学会会員 
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【住所】〒501-0533 

岐阜県損斐郡大野町本庄 189-3 

 

【電話番号】0585-35-0788 

 

【診察時間】 

月・火・水・金 9：00～12：30 / 15：00～19：00 

土 9：00～13：00 / 14：00～17：00 

休診日: 木曜・日曜・祝日 

（＊但し、祝祭日のある週の木曜は通常通り診療いたします） 

 

 

 

 

 

 

【アクセス】 

 

県道 53 号線をまっすぐ、揖斐川と根尾川の中州に入った場所にて診療してお

ります。 

駐車場完備しております。 

 


