KCC 吉祥寺セントラルクリニック

！
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よくわかる

インプラント治療 のご案内

インプラント

あしたの笑顔につながるお手伝い。

インプラント治療の特徴

■“ブリッジ治療”と比較
ブリッジ治療

インプラント治療

普通に噛むことが出来ますが、力を支え

他の歯を削ったり、負担をかけることな

ている周囲の歯の負担がとても大きい為

くしっかりと植立させることができ、見

に、支えている歯の寿命を縮めてしまい

た目も自分の歯と見分けがつきません。

インプラント治療の最大の特徴は、天然の歯と変わらない見た目と機能（かむ力）を
回復することができることにあります。特に審美性（見た目）において優れています。
外からは天然の歯とほとんど変わらない美しい仕上がりで、インプラント治療を受けた
ことはほとんど気づかれません。

■インプラントとは
歯のない部分に、人工的な歯根「インプラント」を埋め入れ、土台「アバットメント」
をつけて上部構造「セラミック」をかぶせることで、しっかりと噛めるように改善する
治療です。あごの骨の中に、チタン製のインプラント体を埋め込んでいきますので、骨
がしっかりあることが条件となり、骨がない場合は、骨を作る必要があります。

アバットメント

上部構造

ます。

50,000 円

■“入れ歯治療”と比較

135,000 円～

歯

歯茎

入れ歯治療

インプラント治療

治療期間は短いが、違和感がとても大き

インプラントは、異物感がなくあごに

く、他の治療方法と異なり外れたりしま

しっかり固定されるので、見た目も美し

す。またバネを掛けている歯は負担が大

く、自分の歯のように強い力で噛むこと

きく、歯周病が著しく進行しやすくなり

ができます。

インプラントは、
３つパーツから
成り立ってます。

歯根

あごの骨

ます。

インプラント
150,000 円～
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※ 表記価格は税別になります。
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最新のインプラント医療機器

内科・歯科連携「チーム医療」
連携

ピエゾサージェリーシステム
◆ 超音波振動で安全に骨を切削する医療機器
ピエゾサージェリーは超音波振動を利用することで、切削部
分の長さ・深さを正確にコントロールでき、非常に精密な骨
切りを可能にしますので、血管や神経などの軟組織を傷つけ
ることがなく安全に骨だけを削ることができます。

内科

患者様

歯科

連携
メディフュージ

＜供血用遠心分離器＞

当クリニックでは一般歯科・矯正歯科・審美歯科・インプラント歯科のそれぞ

◆ 次世代フィブリンゲル作製専用遠心分離機

れの担当の歯科医師はもちろん、内科の医師、歯科技工士、歯科衛生士、歯科

血液中の凝固遺伝子を刺激し、効率よくフィブリンゲル *

助手などスタッフが連携を取り、チーム制で治療に当たっております。

を形成するためのプログラムを搭載しておりますので、5 分

最新の医療技術を取り入れ、安全な再生治療を行っています

程度でフィブリンゲルを作製することができます。
* フィブリンゲルとは、損傷された組織の再生・治癒に働く「成長
因子」を多く含んだ血小板がさらに濃縮されているもの。

内科と連携することで、患者様により安心して治療を受けていただける体制を実現して
おります。

歯科医師と院内常駐の歯科技工士との連携
院内に歯科技工士が常駐しており、歯科医師と歯科技工士が綿密な打ち合わせを行うこ

歯科用ＣＴ

とにより、患者様に最適な技工物を作成いたします。

◆ 正確な診断を行うための３D 画像診断機器
患者様に安心してインプラント治療を受けて頂くために、当
クリニックでは精度が高く、高画質で定評のある株式会社モ
リタ製作所のベラビューエポックス 3Df を導入しています。

インプラントコーディネーターが多数在籍
当院の歯科フタッフ（歯科衛生士・歯科助手・医療事務）は、インプラントについて専
門的な知識（資格）を取得しており、
患者様の疑問や不安などにお答え致しております。

歯科麻酔専門医や認定医による安心の静脈内鎮静法
恐怖心の高い患者様には、歯科麻酔専門医や認定医による静脈内鎮静法で、心身ともに
負担を軽減した治療を行うことができます。
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インプラント治療の料金

おすすめインプラントプラン
1 本の
合計

ご予約から治療開始までの流れ
１

35.5 万円（税別）
13.5 万円 /1 本

上部構造

ご予約

13.5 万円 /1 本

アバットメント
5 万円 /1 本

インプラント体
15 万円 /1 本

お電話にてご予約下さい。

インプラント体
17 万円 /1 本

カウンセリング・初診・検査・CT 撮影
患者様のお悩みやご要望をしっかり
と伺います。

３

1 本の
合計

上部構造

ホームページにあるメールフォームまたは
２

28.5 万円（税別）

治療計画の説明・見積書発行
ＣＴによる諸検査を基に、歯科医師
が今後の治療計画について、わかり

構

造

メーカー名
日本での認可

１ピース

２ピース

京セラメディカル社

京セラメディカル社

認

可

認

セラミック冠

セラミック冠

埋入適用部位

骨がしっかりしている部位

骨がしっかりしている部位

生産国

日

1 本の
合計

また、ご説明と同時に見積書も発行
致します。

本

日

インプラント体１０年
上部構造５年

保証期間

やすくご説明致します。

33.5 万円（税別）

モニター価格 31.5 万円（税別）

治療開始
患者様にご納得を頂きましたら、治
療を開始します。

「無料カウンセリング予約」フォームからお申込みの場合のみ、
カウンセリング料、初診料、検査料、レントゲン料が無料となります。
無料カウンセリングは、まずＣＴ・写真・模型印象などの資料を先に行わせてい
ただき、その上で、歯科医師によるカウンセリングを行います。

本

インプラント体１０年
上部構造５年

1 本の
合計

38.5 万円（税別）

モニター価格 35.5 万円（税別）

上部構造

４

可

上部構造

上部構造

13.5 万円 /1 本

13.5 万円 /1 本

アバットメント
5 万円 /1 本

アバットメント
5 万円 /1 本

インプラント体

インプラント体

15 万円 /1 本

20 万円 /1 本

構造

２ピース

２ピース

メーカー名

オステム社

ジーマーデンタル社

日本での認可

認

可

認

可

上部構造

セラミック冠

セラミック冠

埋入適用部位

骨がしっかりしている部位

全ての部位

生産国
保証期間

韓

国

インプラント体１０年
上部構造５年

アメリカ
インプラント体１０年
上部構造５年

モニター価格とは、治療に関する写真や動画の使用をご了承いただける方に適用される割引プランです。
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取り扱いインプラントの種類と特徴
京セラメディカル社（日本）
POI-EX

メーカー

メーカー

オステム社（韓国）
ＴＳシステム

ジーマーデンタル社（アメリカ）
カルシテック

アジア・太平洋を代表するトップブ

世界 4 大メーカーとして実績・品質

す。POI-EX インプラントは、骨と結合しやすく、インプラント治療の期間を

ランドメーカー。ISO ９００１認証・

が 評 価 さ れ て い る こ と は も ち ろ ん、

CE マークの獲得・FDA 最高クラスの

HA インプラントとして最も精度が高

※ＨＡインプラントとは、骨と結合しやすいＨＡ（ハイドロキシアパタイト）

class- Ⅲ をパスして、製品の安全性

く、優れた臨床成績を持っている信頼

コーティングがされたインプラントのことです。

が世界的に認められています。

性の高いインプラントです。

短縮できるＨＡインプラントです。

２ピース

・ＨＡインプラントなので、骨と結合

しやすく、治療期間を短縮できます。

しやすく、治療期間を短縮できます。

・１ピースインプラントと比べ、通院

・噛み合わせの状態により、使用でき

（オペ）回数が増えます。

ないことがあります。

デメリット

デメリット

・前歯部には使用できません。

２ピース

２ピース

・韓国で開発されたインプラントで、 ・ＨＡインプラントなので、骨と結合
メリット

メリット

・ＨＡインプラントなので、骨と結合

インプラント体

インプラント体

１ピース

特徴

特徴

日本で最も歴史と実績のあるインプラント、長期症例が豊富で信頼性が高いで

アジア人の骨格に合わせたインプラン

しやすく、治療期間を短縮できます。

トが特徴です。

・１ピースインプラントと比べ、通院

・１ピースインプラントと比べ、通院

（オペ）回数が増えます。

（オペ）回数が増えます。

１歯分の価格（税別）

１歯分の価格（税別）/［

］内はモニター価格です。

POI-EX（１ピース）

150,000 円

ＴＳシステム（２ピース）

150,000 円［ 130,000 円 ］

POI-EX（２ピース）

100,000 円

カルシテック（２ピース）

200,000 円［ 170,000 円 ］
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インプラント治療の上部構造体

名

特

称

徴

ハイブリッド

メタルボンド

セラミック冠

セラミック冠

FCK（銀）と異なり、生

一般的なセラミック歯で

標準的なセラミック歯で

体との親和性が高い金属

す。透明性に欠けるため、 す。 金 属 の 裏 打 ち の あ

です。「歯ぎしり」や「食

前歯部などの審美性の回

るセラミック歯のため、

いしばり」が強い場合に

復を必要とする部分には

オールセラミックと比べ

は、金属を使用する場合

不向きです。

ると若干、透明性に欠け

があります。

また、着色汚れが付きや

るもののとても綺麗なセ

すいので、喫煙者にはお

ラミックですので、前歯

勧めできません。

部などにお勧め致しま

金属冠（金・白金加金）

名

特

称

ジルコニアオール

CAD/CAM ジルコニア

セラミック冠

オールセラミック冠

耐久性、審美性ともに最も優れた

耐久性、審美性ともに最も優れた

セラミック冠です。

セラミック冠です。

徴

す。
見た目

見た目

適

合

適

合

耐

久

耐

久

変

色

変

色

※仮歯と技工費用も含まれております。（税別）

金属冠（金・白金加金）

185,000 円

ハイブリッドセラミック冠

135,000 円

メタルボンドセラミック冠

170,000 円

※仮歯と技工費用も含まれております。
（税別）

ジルコニアオールセラミック冠

275,000 円

CAD/CAM ジルコニアオールセラミック冠

310,000 円

２ピースの場合は、
アバットメント費用として＋５万円（税別）必要となります。

２ピースの場合は、アバットメント費用として＋５万円（税別）必要となります。
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固定式義歯 :AGC セラミック連結ブリッジ

固定式義歯 : ケラターアタッチメント（インプラント）

AGC セラミック連結ブリッジの特徴は、

埋め込んだインプラントにボタンのような

連結ブリッジ（上部構造）を口腔内で固定し

「ケラターアタッチメント」を取り付けるこ

て取り付けます。

とで、上部構造となる「入れ歯」を固定させ

患者様自身が取り外すことは出来ませんが、

ます。

歯科医院では、簡単に取り外すことができる

固定させた入れ歯は、固定力・安定力ともに

ので、メンテナンスが容易に行えるというメ

しっかりしており、また装着後の審美性もと

リットがあります。

てもキレイです。
患者様の口腔内の状態によりますが、埋め
込むインプラントは最少２箇所になり、身体
的負担も少なく治療を行うことができます。
また、取り外すことができるのでメンテナン
スも簡単に行うことができます。

入れ歯に取り付けた
シリコン製キャップ

AGC セラミック連結ブリッジのメリット
・上部構造の連結ブリッジは、取り外しが可能です。
・天然歯のように美しい歯を再現できます。
・通常の金属のように歯茎が黒ずむことがありません。
・生体親和性に優れた金属を使用することにより、アレルギー反応の発生が軽減されます。
・取り外して清掃が出来るので、衛生面でも優れています。

ケラター
アタッチメント

当院では、全国より歯を多数失った多くの患者様がインプラント AGC セラミック連結ブリッ

ケラターアタッチメントのメリット

ジ治療を受けられております。詳しくは、症例写真をご参照ください。

・埋入するインプラントを少なく治療することができます。
・インプラントを埋入するため、入れ歯は歯ぐきとしっかりと固定されます。
・上部構造の入れ歯は、取り外しが可能です。

※仮歯と技工費用も含まれております。（税別）

AGC

ハイブリッドセラミック連結ブリッジ

1,600,000 円

AGC

e.max（オールセラミック）連結ブリッジ

1,800,000 円

AGC

e.max ＋ジルコニア連結ブリッジ

2,000,000 円

AGC

フルジルコニア連結ブリッジ

2,200,000 円

・取り外して清掃が出来るので、衛生面でも優れています。
・お使いの入れ歯に加工する事も出来るので、治療費も軽減出来ます。

※技工費用も含まれております。
（税別）

ケラターアタッチメント

400,000 円

※定期的にシリコン製キャップの交換が必要になります
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骨・組織を増やす治療
ブロック骨移植（ボーングラフト）

CGF・AFG 再生療法（自己血小板利用法）
血液を分離してできた CGF

骨が足りない場所に 血
液を特殊な遠心分離器に

骨が吸収されて薄くなっ
上顎洞
上顎洞
CGF填入

か け て で き た CGF（ ゲ

自家骨(又は人工骨)
+PRP

ル状のフィブリンと濃厚

血液

上部構造
（人工歯）

ている部分に骨のブロッ
クを移植し、細かく砕い
た患者様自身の骨または

吸収された
あごの骨

骨補填材を詰めて、骨の
再生を促す治療法です。

血小板）をいれて、骨再
生を促します。

補填した
ブロック骨

インプラント体

失った歯

遠心分離器

歯肉・歯槽骨整形手術
早期に歯肉・歯槽骨整形

チタン製
スクリュー

歯肉を剥離する

歯肉を整形する

手術を行うことで、歯周 歯肉

ソケットリフト法
上顎洞

上顎の骨の再生手術の術

組織を良好な状態に回復

式のひとつで、口腔内か

することができ、重度の

押し上げられた
上顎洞粘膜

インプラントに必要な分
だけ、骨量を確保します

ら上顎洞底部を持ち上げ

歯周病・歯の脱落を防ぐ

て隙間を作り、骨移植や

ことができます。

あごの骨

再生療法などで骨造成を

補填した人工骨

誘導する治療法です。
吸収された骨（歯槽骨）

補填した人工骨

骨再生法（GBR 法）
骨が減ってインプラント

人工膜

が露出してしまう部分に

歯ぐき

骨移植材を入れ、人工膜

インプラント

上部構造（人工歯）
補填した
骨移植材

上顎洞粘膜

インプラント体を埋め込
むのに必要な骨量を確保

でおおいます。骨がしっ

インプラントに必要な分
だけ、骨量を確保します

顎洞）にスペースを作り

除去し（除去不要な人工

あごの骨

人工骨を移植する方法で

膜もあります）
、人工歯

補填した人工骨

す。
あごの骨
価格（税別）

CGF・AFG 再生療法（自己血小板利用法）
歯肉・歯槽骨整形手術
骨再生法（GBR 法） ※１歯単位
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押し上げられた
上顎洞粘膜

する為に、サイナス（上

かり再生したら人工膜を

を装着します。

サイナスリフト法

30,000 円

価格（税別）

ブロック骨移植

※１ブロック

120,000 円

50,000 円～ 150,000 円

ソケットリフト法

※１歯単位

100,000 円

130,000 円

サイナスリフト法

※１ブロック

250,000 円
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スピードインプラント治療

お支払い方法
● 分割支払い方法

抜歯即時スピードインプラント

各種クレジット、デンタルローン（金利あり）
、または、治療期間内の院内分割支払い
通常のインプラント治療は抜歯後に骨が回
復するのを４～６ヶ月待ちますが、抜歯即

人工骨

日スピードインプラントなら抜歯と同時に

２～３回（無金利）がご利用可能です。院内分割支払い（無金利）に関しては治療内容

抜歯

によって分割可能回数などが変わりますので、
詳しくは受付にてお問い合わせください。

インプラントを埋入しますので、治療期間
を４～６ヶ月大幅に短縮できます。

取り扱いカード、デンタルクレジット

● デンタルローン
デンタルローンは、最大 84 回支払いまでが可能な「スルガ銀行 デンタルローン」を
※ 1 本当たりの価格（税別）

抜歯即時スピードインプラント埋入法

55,000 円

テンポラリーインプラント

ご用意致しました。
インプラント治療などの高額治療を受けやすくなっておりますので、
現在、1 回のお支払金額を少なくされたい患者様が多くお申し込みされております。

＜メリット＞
１．支払い回数を多めに設定できること

２．年利が 7% と低いこと

３．上限金額が 500 万円まで可能なこと

４．申し込み手続きが非常に簡単であること

※ 2015 年現在

５．審査の結果が当日、遅くても翌日にはわかること
６．保険料無料の生命保険が付属しているので、万が一患者様が

テンポラリーインプラントとは、即時暫間インプラン

亡くなられても、ご家族の方がお支払を続ける必要がないこと

トまたはトランジショナルインプラントとも呼ばれる

治療内容や治療期間などにより、ご利用できるローン内容が変わることもありますので

補助的なインプラントです。本物のインプラントの隣

詳しくはスルガ銀行へお問い合わせください。

に埋入し、骨と結合するまでの間、仮歯を支え、イン

スルガ銀行アクセスセンター

プラント埋入手術のその日から噛むことができます。
また、即時に審美的回復が可能という大きな利点があ

● 医療費控除を活用しよう！

ります。当院では、歯科技工士が常駐しているので治

医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象となります。ご家族で年間

療対応が可能になり、非常に多くの患者様が利用され
ております。
※１本

レジンジャケットクラウン仮歯
硬質レジン前装クラウン仮歯

15 - K-Central

合計 10 万円を超える場合、医療費控除を受けることができます。インプラント治療・セラミック
価格（税別）

テンポラリーインプラント

※１歯
※１歯

0120-895-560

35,000 円
10,000 円
25,000 円

治療・矯正治療などの自費治療だけでなく、保険治療も控除の対象となります。また、ご家族の医
療費も対象となりますので、医療費に関する領収書は大切に保管しておいて、上手に計算して多く
の控除を認められる様にしましょう。
＜医療費控除の例＞

年間医療費 100 万円、所得金額 500 万円（税率 20％）の場合

100 万 ー 10 万 ＝ 90 万円（医療費控除額 ）／ 90 万 × 20% = 18 万円（還付金額 ）
こちらは、あくまでも例になりますので、詳しくは国税庁（税務署）へご確認ください。
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定期メンテナンス・保証システム
インプラントは、下記ポイントにより長期にわたりご使用頂ける治療になります。

インプラント治療の症例写真
［症例１］
骨再生スピードインプラント治療＋ AGC 連結セラミック治療

１．確かな技術を持つ歯科医師のもとで治療を行う。

I.S さん
（女性・６６歳）

治療内容

２．良質な材料を使用している。

インプラント 12 本（ソケットリフト + 抜歯即日スピードインプラント）
、ハイブリッドセラミッ

３．しっかりと継続的に定期メンテナンスを行う。

ク 8 本、AGC ハイブリッドセラミック連結ブリッジ 1 装置、テンポラリーインプラント 2 本、
遊離歯肉移植術

吉祥寺セントラルクリニックでは 2 種類のインプラント保証制度を設けております。
保証に加入して頂いた患者様に対しては保証書を発行し、治療後もしっかりとメンテナ
ンス管理を行っていきます。

患者様のコメント
治療の前は食事の都度入れ歯の脱着のわずらわしさや、固い物も食べられず味覚の低下や食事の楽しさが感じられ
ませんでしたが、治療後には固い物でも何でも気にせずに食べられる喜び、食事の楽しみを実感しております。人
生観が変わった様な毎日を送っております。担当の先生には本当に感謝の気持ちで一杯です。本当に有難うござい
ました。

院内 インプラント１０年無償保証システム
◆ 保証期間：インプラント 10 年＋上部構造体 5 年保証
◆ 保証条件：4 ヶ月に１度の来院・メンテナンス
インプラント治療を受けられた患者様に対し、インプラント治
療が終了した日から 10 年間にわたりインプラントを保証致し
ます。また、上部構造体に関してはインプラント治療が終了し
た日から 5 年以内に破損した場合は通常料金の半額で再作製
致します。
（初診・再診費用等は別途ご負担頂きます）

［症例２］骨再生スピードインプラント治療＋
AGC 連結セラミック治療＋ ISUS 連結セラミック治療

K.S さん
（男性・５８歳）

治療内容
インプラント 13 本（ソケットリフト＋抜歯即日スピードインプラント）、AGC オールセラミッ

ガイドデント社 インプラント１０年有償保証システム
◆ 保証期間：インプラント 10 年＋上部構造体 10 年保証
◆ 保証条件：ガイドデント社へお問い合わせください。
吉祥寺セントラルクリニックは、ガイドデント社のインプラン
ト 10 年保証に加盟しております。

ク連結ブリッジ 1 装置（上顎）、ISUS オールセラミック連結ブリッジ 1 装置（下顎）、テンポラ
リーインプラント 9 本、歯肉歯槽骨整形手術

患者様のコメント
仮歯からインプラント治療終了まで私の場合 1 年 8 ヶ月程を要し、途中骨再生の治療などもありましたが、現在
インプラント治療により食事等の制限も全くなく、
対面者との談話にも自分自身なんの抵抗もなく生活しています。
金額もさる事ながら、食事も遠慮なく咬め、笑いのときも隙間無く整ったセラミック歯によって想像以上に難の無
い日々の生活を違和感なくさせて頂いてます。

インプラント治療後 10 年以内にインプラントが破損した場合
の再手術費、および 10 年以内に歯冠（上部構造体）が破損し
た場合の修理費用を保証する制度です。
＜保証会社＞株式会社ガイドデント
一般の方、患者様のご相談

17 - K-Central

0120-418-367
K-Central - 18

［症例３］
骨再生インプラント治療

H.M さん
（男性・４４歳）

治療内容

［症例５］骨再生スピードインプラント治療 +
AGC 連結セラミック治療 + セラミック治療

M.K さん
（男性・６１歳）

治療内容

インプラント 7 本（ソケットリフト）、ハイブリッドセラミック 12 本

インプラント 7 本（抜歯 AGC 即日スピードインプラント＋ソケットリフト）
、AGC ハイブリッ
ドセラミック連結ブリッジ 1 装置（上顎）ハイブリッドセラミック 8 本

患者様のコメント

患者様のコメント

インプラントにしての感想は一言「感動」です。今までかめなかった食べるのがこわかったものがなんの躊躇も無

事前に治療内容の説明があり安心して治療を受けられました。

く口に運べる嬉しさ。本当に感動ものでした。インプラントにして本当によかったです。ありがとうございました。

［症例４］
骨再生スピードインプラント治療 +AGC 連結セラミック治療

N.M さん
（女性・５７歳）

治療内容
インプラント 12 本（サイナスリフト +GBR+ 抜歯即日スピードインプラント＋遊離歯肉移植）、

［症例６］
抜歯即日スピードインプラント治療

C.F さん
（女性・５２歳）

治療内容
インプラント 2 本（抜歯即日スピードインプラント）
、メタルボンドセラミッククラウン 4 本

AGC ハイブリッドセラミック連結ブリッジ 2 装置（上顎・下顎）、テンポラリーインプラント
2本

患者様のコメント

患者様のコメント

歯の悩みで何十年か大変な思いをしました。約１年前思い切ってインプラントをやってみようと決断して先生はじ

三年ぐらい前から歯がずれ出し、気になりつつも痛みを薬でごまかして治療することから逃げていました。でも友

めスタッフの皆様にお仕事とはいえ親身になって頂き感謝しています。ありがとうございました。

人と話しするのもつらくなり、インターネットでインプラントのことを調べ、勇気を出して予約を入れました。
20 年近くも歯科医院に行ってなかったのでドキドキでしたが、痛くないように治療してくださったので、とても
安心しました。昨年の 5 月からちょうど一年たって見違えるようにきれいになり、とても満足しています。
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［症例７］
インプラント治療＋セラミック治療＋歯周組織再生療法

Y.I さん
（男性・５２歳）

［症例９］
骨再生インプラント治療＋セラミック治療

治療内容

M.I さん
（女性・３０歳）

治療内容

インプラント 10 本（テンポラリーインプラント 2 本）、メタルボンドセラミッククラウン 6 本

インプラント 2 本（GBR）
、ハイブリッドセラミッククラウン 2 本、メタルボンドセラミックク

（メタルボンド用土台 3 本）
、ハイブリッドセラミッククラウン 14 本（ハイブリッドセラミック

ラウン 1 本

用土台 1 本）
、歯肉歯槽骨整形術、結合組織移植術

患者様のコメント

患者様のコメント

約 1 年半の長期に渡り治療を行ってきましたが、一度も不安を感じることはありませんでした。

他の歯科医院でのインプラントを考えていましたが、担当の先生がどんどん変更になり、不安を感じていたため、

また、私の場合は海外出張が多かったのですが、出張予定に合わせて治療計画を立てていただき、とても助かりま

インターネットで調べてこちらに通わせていただく事になりました。

した。先生及びクリニックの皆様にとても感謝しております。ありがとうございました。

こちらでは、先生が最後まで担当してくださり、安心してお願いできました。ありがとうございます。

［症例８］骨再生スピードインプラント治療＋
AGC 連結セラミック治療＋セラミック治療＋遊離歯肉移植

K.O さん
（女性・５３歳）

治療内容

［症例１０］
骨再生スピードインプラント治療＋ AGC 連結ブリッジ

R.S さん
（男性・５９歳）

治療内容

インプラント 10 本（抜歯即日スピードインプラント、GBR、テンポラリーインプラント）、

インプラント 7 本（サイナスリフト、抜歯即日スピードインプラント、テンポラリーインプラ

AGC ハイブリッドセラミック連結ブリッジ 1 装置（上顎）
、ハイブリッドセラミッククラウン

ント）、アタッチメント、AGC 連結ブリッジ、オーバーデンチャー

9 本（ハイブリッドセラミック用土台 2 本）、遊離歯肉移植

患者様のコメント

患者様のコメント

当初、どれ程まで治療が行われるのか不安でした。歯の方がかなりひどい状態でしたので、長期間に渡り、先生も

インプラントを入れて、大変楽しく生活を送っています。

私もかなり苦労したと思います。歯茎の状態を見て、治療方法も変えて下さり、先生に頼るのみでした。

特に体重が増加し、ズボンが入らなくなって少し困っています。

途中挫折し、麻酔が恐く、通院もしなくなってしまいましたが、先生やスタッフの方々が親切に対応して下さり、

歯の大切さを今になって実感しています。吉祥寺クリニックの人には大変感謝しています。

話を聞いてくれました。やっと、今日で最後の治療です。途中であきらめないで良かったと、今は強く思っています。

今後ともよろしくお願いします。
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［症例１１］
骨再生インプラント治療＋連結ブリッジ＋遊離歯肉移植術

Y.S さん
（女性・７０歳）

治療内容

［症例１３］
骨再生インプラント治療＋セラミック治療＋遊離歯肉移植術

N.O さん
（女性・４１歳）

治療内容

インプラント 6 本（ソケットリフト）、ISUS ハイブリッドセラミック連結ブリッジ、遊離歯肉

インプラント 12 本（ソケットリフト、骨移植）、ハイブリッドセラミッククラウン 21 本（ハ

移植術

イブリッドセラミック用土台 2 本）

患者様のコメント

患者様のコメント

見た目がきれいになった。

口の中が壊滅状態だった為、
治療には長い年月と膨大な費用がかかりました。しかし口腔内の健康を取り戻せた今、

取りはずしがなくて、安心して食事・外出が出来る。

生活の質が格段にあがり、肩こり・腰痛・胃腸の具合も改善され、快適な毎日を過ごしています。ope に関しては、

治療に 1 年は長すぎ、心身疲れました。

あらゆる高度な処置が必要になりましたが、ope 中・ope 後も苦痛はありませんでした。担当して下さった先生
には心から感謝しております。ありがとうございました。

［症例１２］
骨再生スピードインプラント治療＋セラミック治療

M.S さん
（女性・５６歳）

治療内容

［症例１４］
骨再生インプラント治療 +AGC 連結ブリッジ

Y.S さん
（男性・４６歳）

治療内容

インプラント 11 本（抜歯即日スピードインプラント、GBR、テンポラリーインプラント）、オー

インプラント 8 本（サイナスリフト）
、AGC ハイブリッドセラミック連結ブリッジ、アタッチ

ルセラミッククラウン 2 本、メタルボンドセラミッククラウンブリッジ 22 本（メタルボンドセ

メント、テンポラリーインプラント

ラミック用土台 2 本）

患者様のコメント

患者様のコメント

吉祥寺セントラルクリニックで良い先生に出会えた事は、本当に幸運だったと思います。

子供の頃より歯には悩まされ続けてきましたが、いよいよ噛むことができなくなり、今回思い切ってインプラント

素晴らしい先生方、技工士さん、歯科衛生士さん、そして受付のスタッフの方々、皆さん親切で丁寧で本当に安心

治療をお願いすることにしました。

して治療を受ける事が出来ました事、改めて感謝いたします。

1 年間の治療は私にとって長い時間ではありましたが、今、治療が終わってみると、何の問題もなく噛めることに

治療は終わりましたが、これからメンテナンスでお世話になりますが宜しくお願いします。

驚きを感じると同時に、口元の見た目も劇的に変わり、インプラントを選択して本当に良かったと思っています。
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［症例１５］骨再生インプラント治療＋
AGC 連結ブリッジ＋金属床義歯＋遊離歯肉移植術

H.B さん
（男性・４４歳）

治療内容

［症例１７］
骨再生スピードインプラント治療＋ AGC 連結ブリッジ

H.I さん
（女性・５０歳）

治療内容

インプラント 10 本（サイナスリフト）
、AGC メタルボンドセラミック連結ブリッジ、コバルト

インプラント 9 本（抜歯即日スピードインプラント、ソケットリフト）
、ハイブリッドセラミッ

クロム床義歯（アタッチメント）

ククラウン 5 本（ハイブリッドセラミック用土台 2 本）
、AGC 連結ブリッジ

患者様のコメント

患者様のコメント

入れ歯を気にすることなく食べられる事、笑える事、20 年ぐらい若返った気分です。インプラントにして良かっ

治療期間が、花粉症もあり、長くかかりました。

たと思います。

先生、スタッフの女性の説明に安心して通院することは出来ましたが、臆病者なのか、麻酔がつらかったです。

長時間に渡り治療して下さった担当先生、スタッフの方々、本当にありがとうございました。

満足です。ありがとうございました。

［症例１６］
A. Ｏ さん
骨再生インプラント治療＋ AGC 連結ブリッジ＋アタッチメント義歯（男性・６６歳）
治療内容

［症例１８］骨再生スピードインプラント治療＋
セラミック治療＋ AGC 連結ブリッジ＋歯肉歯槽骨再生法

K.S さん
（男性・６２歳）

治療内容

インプラント 9 本（サイナスリフト、ソケットリフト）
、テンポラリーインプラント、AGC 連

インプラント 12 本（抜歯即日スピードインプラント、GBR、テンポラリーインプラント）、メ

結ブリッジ、アタッチメント義歯（コバルトクロム床）

タルボンドセラミッククラウン 13 本（メタルボンドセラミック用土台 7 本）
、AGC 連結ブリッ
ジ、歯肉歯槽骨整形術

患者様のコメント

患者様のコメント

期間的には 1 年ちょっとかかりましたが、全て完了した今はとっても上手く出来上がり満足しています。食事も

初期のインプラントでしたので、骨との接合も良くなく、他箇所もガタガタで、セントラルクリニックに駆け込み

おいしく頂ける様になり、又違和感もなくとても感謝しています。殆どの歯を失っていたので、コスト的には安い

ました。抜歯即時テンポラリーインプラントで始まり、カルシテックシステム等、難しい手術の連続の様子でした

ものではありませんでしたが、今回の治療をうけて本当に良かったと思っています。

が、担当医の先生による説明で安心し任せていました。最後に歯肉歯槽骨整形手術も受け、審美歯科治療後のよう

これでまだまだ元気で、仕事に、大好きな山歩きに、可愛い孫との遊びが当分出来そうです。

な歯列を手に入れることが出来ました。担当の先生はじめ、皆様有り難うございました。
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インプラント治療「体験談」
K.K. さん（男性・70 歳）

インプラントの入れ歯で、
よくかめるようになりました。
インプラント治療をどの歯医者さんで受けようか迷っていましたが、ネットで調べ、評

よくある質問 Q ＆ A
Q
A

ました。上は新しく入れ歯を作ってもらい、2 本のアタッチメントで固定してもらった
ので、とてもよく左右でかめるようになりました。以前の入れ歯よりガタつきがありま

Q
A
Q
A

K.Y. さん（女性・56 歳）

インプラント希望で多くの歯科医院に相談に行きましたが、貴院が一番説明もわかりや

外観からインプラントしていることがわかりますか？
入れ歯治療ならクラスプという留め金があるため口を大きく開けると見え
てしまうかもしれません。しかし、インプラントでは自然の歯と見分けが

治療は痛くないですか？
インプラントを行う際の痛みに対する心配はあまりないかと思われます。
なぜならば、手術を受ける前に麻酔をするからです。抜歯する際に感じる
痛みと同じ位だったと治療を受けられた患者様はおっしゃっております。

Q
A

初めは不安でしたが、
今は満足しています。

はないでしょう。なぜならば、生体親和性の最も高い金属が使用されてい

つかないほど綺麗な仕上がりとなります。

せん。費用はＷ割ＭＡＸ３０割引の適用でとても助かりました。ありがとうございまし
た。

インプラントを顎の骨に埋めることにより体に悪影響を及ぼすということ
るからです。

判も良かったので、インプラント治療を受けました。
無かった左下奥歯の部分に 1 本、あと上に 2 本の計 3 本のインプラント治療が終わり

インプラントを顎の骨に植えて、体に影響はありませんか ?

歯が全く無くてもインプラント治療が出来ますか？
歯が何本抜けていても骨の量があればインプラント治療は可能です。骨の
量が無い場合でも、骨の量を増やすことが可能であればインプラント治療
は可能です。

Q
A

インプラント治療の利点と欠点は何ですか？
歯のない箇所に人工の歯根を入れ、その上に人工の歯を作るので、ブリッ
ジや入れ歯の様に、両隣の歯を削ることが一切ないため、他の歯に負担を
かけない１番理想的な治療法です。唯一の欠点は、
費用面の問題でしょう。

すく丁寧でした。約１年がかりの治療でしたが、インプラントをして頂き、今は大変満

＜ ご紹介カードのご案内 ＞

足しています。初めは不安もありましたが、貴院にお任せして良かったと思っています。

吉祥寺セントラルクリニックでは、「ご紹介カード」をご用意し

有難うございました。

ております。お口のことでお悩みのご家族・ご友人をぜひご紹介
ください。
ご紹介カードをお求めの方は、お気軽に受付スタッフへお伝えください。

27 - K-Central

K-Central - 28

KCC

0422-28-0552

診療時間

〒 180 － 0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町 1 ー 4 ー 18
ショージフォーラムビル ５F
※ お仕事等で頻繁に通院できない方は

医療歯科総合 HP

吉祥寺駅北口徒歩０分
サーティワンアイスクリームが
入っているビルの５階

三菱東京
UFJ 銀行
バス停

パルコ

バス停

北口

交番

9:35 ～ 14:00 /15:00 ～ 20:00
（最終受付 19:30 まで / 初診 19:00 まで）
休診日
日曜日・祝祭日
予約可能時間 15 分 ～ 2 時間

吉祥寺セントラルクリニック

ヨドバシカメラ

0120-203-640

サンロード

吉祥寺セントラルクリニック

JR 吉祥寺駅
京王井の頭線

立川・
三鷹方面

吉祥寺駅

1 回の予約時間を長めにおとりします。
※ 平日の 18:00 以降及び土曜日はたいへん混み合っているため
予約時間とおりにお通し出来ない事がありますのでご了承下さい。
※ 矯正歯科のご予約可能時間は月～土の 11:00 ～ 19:30 となります。
※ 内科・皮膚科の診療時間 10:00 ～ 17:00（土曜日は ～ 13:00 まで）
※ 学会 等で臨時休診となることがあります。受診前に必ずお電話でご確認ください。

ドン・キホーテ

丸井

井の頭 公園

新宿・
東京方面

