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よくわかる

矯正歯科治療 の ご案内

矯正歯科

あしたの笑顔につながるお手伝い。

矯正治療の特徴

矯正治療の流れ

矯正治療とは、歯並びやかみ合わせを正しくする歯科治療のことで、歯列の見た目を綺
麗にする審美的な改善だけではなく、咀嚼や発音など機能的な部分の回復も、同時に行
われます。
これまでは歯の表面に金属のブラケットを装着しなければならなかったため、金属の部
分が目立つことに抵抗感が大きく、なかなか矯正治療に踏み切れなかった方も多いこと

初診時：検査・相談
精密検査を行う前に、一般の虫歯・歯周病検査と
してレントゲン写真撮影致します。相談は 20 分程
度で、保険３割負担の場合、初診検査料として約
3,500 円（税別）が必要になります。

と思われます。
最近では、金属に代わり歯の色と類似した透明なプラスチックのブラケットが登場した
り、審美的にも良い状態で矯正治療を受けていただくことが出来るようになりました。

安定した
噛み合わせ

キレイな歯並び

矯正治療を希望される患者様

希望されない患者様

矯正診断に必要な資料採得を行う
ために、次（2 回目）のお約束を
お取りします。

矯正治療をご希望されない患者様
は、矯正相談を以て終了となりま
す。

2 回目：診査（精密検査）
矯正診断用のセファロレントゲン・くちの中・お顔の撮影などの検査を受
けていただき、診断に必要な資料採得を行います。矯正検査診断料 10,000
円（税抜）※部分 5,000 円（税抜）が必要となります。

3 回目：診断結果の説明とお見積り書の発行

咀嚼や発音の
回復
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他の歯を
傷つけない

セファロレントゲンを基に、診断の結果を約 20 分間かけて患者様にご説明
致します。

矯正治療が可能な患者様

矯正治療が難しい患者様

患者様に治療方法や材質の選択を
して頂き、矯正治療のお申し込み
をして頂きます。

診断の結果、外科矯正が必要な場
合は、専門の大学病院をご紹介致
します。
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矯正治療を行う歯科医師について

主な矯正装置のご案内

最近、一般の歯科医が矯正治療を行うケース

● メタルブラケット

が多々あります。しかし、矯正治療は正確な

● 審美ブラケット

診断と治療技術が必要となります。場合に
よってはトラブルが生じることもあります。
当院では、矯正認定医のみが矯正治療を担当
しております。
ご不明な点がありましたら、
ご質問ください。
主に金属で出来ている一般的なブラケット（矯正

主にセラミックやプラスチックで出来ている目立

装置）です。

ちにくいブラケット（矯正装置）です。

● マウスピース矯正

● リテーナー（保定装置）

時間割復活！
多くの患者様からのご要望につき、時間割が
矯正治療のみ復活しました。
月曜から金曜日の 11:00 ～ 16:00 までの間
の治療予約の方は、通常料金から１割引させ
て頂きます。
（土曜日、平日の夕方の予約は大変込み合っ
ております。時間割のご利用をおすすめ致し

ブラケットやワイヤーを使用せず、透明な素材で

矯正装置をはずした後に、元の位置に戻ろうとす

出来たマウスピースを使う矯正治療です。

る「後戻り」を防止するための装置です。

● 床型矯正装置（小児矯正）

ます。）

床に付いているネジの幅を広げ、歯の土台となる歯槽骨を拡大させ、永久歯が入るスペースをつくる矯
正装置です。
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医科歯科連携「チーム医療」

目立たない矯正（唇側矯正）

連携

唇側矯正（表側矯正）
歯の表側に装置を取り付け、ワイヤーの弾力を利用して
歯列を整える唇側矯正。近年では、歯の色に近い透明な
プラスティックブラケットが開発され、表側の装置で

内科

患者様

あってもほとんど目立たない矯正治療を行うことが出来

歯科

るようになりました。
メタルブラケットと同様に多くの種類の不正咬合に対応

連携

することができます。また、メタルブラケットに比べ、
（審美ブラケット）

費用はやや高額ですが、当クリニックでは多くの患者様
が選択されております。

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
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
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。
一般的なメタルブラケット

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
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
院内に歯科技工室を併設しており、歯科医師と歯科技工士が綿密な打ち合わせを行うこ
とにより、患者様に最適な技工物を作成いたします。

一般歯科治療における連携
総合的なご提案が必要となる場合があり、各専門の歯科医師の連携が大切になります。

目立たない審美ブラケット

● 唇側矯正【一般的なメタルブラケット】
金属で出来ている一般的なブラケット（矯正装置）です。最もコストがかからない装置
ですが、最も目立ちやすいというデメリットもあります。
アレルギーを引き起こしにくい金属で出来ていますが、ご心配な方は矯正担当の歯科医
師にご相談ください。
当クリニックにおいて、小学生の患者様が最も多く選択される矯正装置です。

● 唇側矯正【目立たない審美ブラケット】
セラミックやプラスチックで出来ているブラケット（矯正装置）です。表側につける装
置の中では最も目立たず、審美的に一番優れています。白いワイヤーやピーチゴールド
色のワイヤーを併用すれば、更に目立たなくなります。
当クリニックにおいて、成人の患者様が最も多く選択される矯正装置です。
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目立たない矯正（マウスピース矯正）
マウスピース矯正

スピード矯正（アンカースクリュー矯正）
歯科矯正用インプラントアンカーを併用して短期間で行う矯正治療

透明なプラスチック製のマウスピースで歯を動かす矯正治療で

スピード矯正（アンカースクリュー矯正）とは、顎の骨に埋入

す。段階ごとにお作りしたマウスピースを患者様ご自身につけ

した歯科矯正用インプラントアンカーをワイヤーの固定源とし

はずしして頂きます。ただし、適用に制限があるという欠点も

て利用し、治療期間を短縮して行う矯正治療です。

あります。

一般的な矯正治療と比べるとインプラント埋入手術を併用する
分若干割高になりますが、効率よく歯を動かすことができると
いう大きな利点があります。

● マウスピース矯正の利点

固定源として埋入した歯科矯正用インプラントアンカーは、矯

透明なプラスチックシートで患者様の歯に合わせて作ったマウスピースを装着して行う

正治療後に取り除きます。患者様にご負担がかかることはほと

矯正治療ですので、矯正装置がほとんど目立たないということが最も大きな利点です。

んどございません。

患者様ご自身でつけはずしをしていただく装置ですので、装置と歯の手入れがしやすく、
虫歯のリスクが軽減されます。
また、歯の移動が終了した後の保定には移動のためにお作りしたマウスピースをそのま
ま保定装置としてご利用いただけます。
（再製作の際は別途料金がその都度かかります。）

● スピード矯正（アンカースクリュー矯正）のしくみ
顎の骨に埋入した小さな歯科矯正用インプラントアン
カーは“動かない固定源”となり、効率よく歯を動か
すことができます。

● マウスピース矯正の欠点
マウスピース矯正の適応は軽度の不正咬合です。そのため、かなり症例が限られます。
歯の重なりが大きかったり、極端にでこぼこの歯列の場合には適用できないことがあり
ます。大きく歯を動かす必要がある場合は、ワイヤーを使用する矯正治療（唇側矯正・
舌側矯正）を行うことになります。
弱い力でゆっくりと歯を動かしますので、ワイヤーを使用する矯正と比べると治療期間
が長くなってしまいます。

舌側矯正（裏側矯正）について
矯正装置を歯の裏側（舌側）に取り付けて行う矯正治療です。表側から装置が見えないと
いう利点がございますが、唇側矯正（表側矯正）と比べると、費用が高い・治療期間が長
くなる・微調整が難しいためかみ合わせをしっかりと仕上げることが難しいという理由か
ら当クリニックでは、舌側矯正 ( 裏側矯正 ) を診療を行っておりません。
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一般的な矯正治療の場合、歯を動かすための固定源も
歯になりますので、動かす力が上手く伝わらなかった
り、動かしたくない歯まで動いたりして（アンカーロ
スと言います）、治療に時間がかかってしまいます。歯科矯正用インプラントアンカー
を併用することで、歯を動かす力が適切に作用しますので、比較的早く治療を完了する
ことができるのです。

● 年間 1,000 本以上の実績に基づく、安心のスピード矯正
スピード矯正（アンカースクリュー矯正）は歯科矯正用インプラントアンカーを使用す
る矯正治療です。当クリニックではスピード矯正における豊富な実績を矯正治療にも活
かし、より安全で効果の高いスピード矯正を行うことが出来るよう、矯正歯科医師とス
ピード矯正専門の歯科医師が連携し治療を行っております。 矯正治療に関することだ
けでなく、スピード矯正に関する不安や疑問についても丁寧にお答え致しておりますの
で、ご納得がいくまで遠慮なくご質問ください。
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矯正治療の料金
一般歯科検査料

片側矯正
※上下どちらか片側の価格（税別）

35 万円

約 3,500 円（保険 3 割負担の場合）

虫歯や歯周病が著しく進行している場合は、矯正治療が難しくなる恐れがございますの

時間割価格

で、歯や周辺組織（歯茎や顎の骨など）が、矯正治療にふさわしい状態にあるかどうか

42.5 万円

31.5 万円

時間割価格

38.25 万円

を最初に確認いたします。
一般の虫歯・歯周病検査としてレントゲン撮影いたしますので、保険 3 割負担の場合、
約 3,500 円（税別）が必要となります。

相談料

無料

当クリニックでは、矯正治療の相談を「無料」といたしました。
最近では、
矯正治療を受けることが“当たり前”とも言えるようになって来ております。

片顎矯正シルバー

片顎矯正ホワイト

昔からのスタンダードな矯正装置です。金属

プラスチック性の“透明な装置”を歯の表面

製の“銀色の装置”を歯の表面に付いて歯を

に付けて歯を動かします。

装置の種類
特徴

矯正治療を行う歯科医院も非常に多くなり、患者様が出来るだけ最良と思える治療を求

動かします。

めて複数の歯科医院で相談をしたいと希望されることも“当たり前”のことと思います。

★当院のほとんどの患者様がこちらの装置を
ご使用されております。

当クリニックでは、医科・歯科ともに毎日大勢の患者様がセカンドオピニオンを求めて
来院されています。当クリニックで治療をされる・されないにかかわらず、一人でも多
くの患者様が最適な治療を受けられるための手助けをしたいと考え、矯正治療の初診相
談を「無料」で行うようにいたしました。

メリット ・矯正装置は金属で出来ているので、とても
丈夫です。

・装置が透明なので、周囲の人から気づかれ
にくい。

・他の装置と比べて、経済的負担が少ない。

より詳しい説明や診断をご希望の方へ
初診相談の時にはお口の中を見せていただき、簡単な
チェックを行った上で治療についてご説明したり、患者
様からのご質問にお答えいたします。

デメリット ・矯正装置が銀色なため、目立ちやすい。

・金属製の装置に比べて、高額です。

※アレルギーを引き起こしにくい金属を使用

より詳しい説明や診断をご希望の患者様には、歯や顎の

しておりますが、ご心配な方は矯正担当の歯

骨の状態を把握し、どのような矯正治療が適しているか

科医師にご相談ください。

を正確に診断するための矯正診断用レントゲン（セファロ）撮影を含めたより詳し
い検査（精密検査）をオススメします。
精密検査診断料は、
全額・小児矯正 10,000 円（税別）または部分矯正 5,000 円（税
別）となります。
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対象の歯

上もしくは下の歯全体

時間割価格とは、平日 11:00 ～ 16:00 までの間に治療予約された方に適用される割引ブランです。
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小児矯正

装置の種類
特徴

永久歯交換前（一期治療）

※全顎の価格（税別）

85 万円

70 万円

時間割価格

⇒

全顎矯正

モニター価格
時間割価格

63 万円

全顎（上下）矯正シルバー

全顎（上下）矯正ホワイト

昔からのスタンダードな矯正装置です。金属

目立たない矯正です。白い色の装置を歯の表

製の“銀色の装置”を歯の表面に付いて歯を

面に付けて歯を動かします。
★当院のほとんどの患者様がこちらの装置を

動かします。

35 万円

78 万円
76.5 万円

時間割価格

装置の種類
特徴

ご使用されております。

31.5 万円

⇒ 永久歯交換後のワイヤー矯正（二期治療）

35 万円

時間割価格

31.5 万円

50 万円

時間割価格

45 万円

第 1 期治療

第２期治療シルバー

第２期治療ホワイト

プレートやワイヤーでできた

昔からのスタンダードな矯正

プラスチック性の“透明な装

拡大装置を用いて上顎や下顎

装置です。金属製の“銀色の

置”を歯の表面に付けて歯を

を広げ、なるべく抜歯をせず

装置”を歯の表面に付いて歯

動かします。

に歯を並べられるようにする

を動かします。

★当院のほとんどの患者様が

小児矯正治療です。

こちらの装置をご使用されて
おります。

メリット ・矯正装置は金属で出来ているので、とても
丈夫です。

・装置が透明なので、周囲の人から気づかれ
にくい。

メリット ・取り外し式なので装置をつ

・他の装置と比べて、経済的負担が少ない。

・矯正装置は金属で出来てい

・装置が透明なので、周囲の

けていることから起こるスト

るので、とても丈夫です。

人から気づかれにくい。

レスを軽減出来ます。

・他の装置と比べて、経済的
負担が少ない。

デメリット ・矯正装置が銀色なため、目立ちやすい。

・金属製の装置に比べて、高額です。

※アレルギーを引き起こしにくい金属を使用

デメリット ・取り外し可能ですので、続
かないと効果がありません。

・矯正装置が銀色なため、目

・金属製の装置に比べて、高

立ちやすい。

額です。

しておりますが、ご心配な方は矯正担当の歯

※アレルギーを引き起こしに

科医師にご相談ください。

くい金属を使用しております
が、ご心配な方は矯正担当の
歯科医師にご相談ください。

対象の歯

上下の歯全体

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ブランです。
時間割価格とは、平日 11:00 ～ 16:00 までの間に治療予約された方に適用される割引ブランです。
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対象の歯

上下の歯全体
※全顎の価格（税別）

時間割価格とは、平日 11:00 ～ 16:00 までの間に治療予約された方に適用される割引ブランです。
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部分矯正治療で歯並びを綺麗に

20 万円

時間割価格

18 万円

保定装置（リテーナー）について
※装置の及ぶ歯が 1 ブロックの価格（税別）

25 万円

時間割価格

22.5 万円

25 万円

時間割価格

22.5 万円

矯正治療において、歯を動かした後の保定が非
常に大切です。矯正装置を使用し理想的な歯並び
にすることが出来ても、そのまま放置しておくと
後戻り（歯並びが元の悪かった時の状態に戻るこ
と）してしまいます。せっかく時間をかけて動か
した歯が元の歯並びに戻ってしまわないように、
歯の移動が完了したら、リテーナーという取り外
し式の装置を使用し、歯並びを安定させていきま
す。（注：状態によっては歯の裏側に固定式のワ

装置の種類
特徴

部分矯正シルバー

部分矯正ホワイト

マウスピース矯正

昔からのスタンダードな矯正

プラスチック性の“透明な装

取り外しが可能な矯正装置で

装置です。金属製の“銀色の

置”を歯の表面に付けて歯を

す。透明なプラスチックシー

装置”を歯の表面に付いて歯

動かします。

トで作ったマウスピースを歯

★当院のほとんどの患者様が

にはめ、少しずつ歯を動かし

を動かします。

こちらの装置をご使用されて

ます。

おります。

メリット ・矯正装置は金属で出来てい
るので、とても丈夫です。

・装置が透明なので、周囲の

・装置が透明なので、周囲の

人から気づかれにくい。

人から気づかれにくい。

・他の装置と比べて、経済的

・ワイヤーなどが無いので、

負担が少ない。

装着時の違和感が少ない。

イヤーを装着し、歯並びを安定させる場合もあり
ます）歯並びを安定させる期間を「保定期間」と
いいます。
保定期間内は、2 ～ 3 ヶ月に 1 回程度の割合
で来院して頂き、歯並びの状態をチェックしてい
きます。

さまざまな保定装置

● 動かした歯は、なぜ後戻りしてしまうの？
歯の移動には、骨の添加と吸収が関係してきます。例えば、上の前歯を内側に動かし
た場合、内側の骨が吸収（薄くなること）することにより、歯が内側に移動することの

デメリット ・矯正装置が銀色なため、目
立ちやすい。

・金属製の装置に比べて、高

・口腔内の状態により、適用

額です。

できないことがあります。

※アレルギーを引き起こしに

・弱い力でゆっくりと動かす

くい金属を使用しております

ので、ワイヤー矯正に比べ、

が、ご心配な方は矯正担当の

治療期間が長くなります。

歯科医師にご相談ください。

対象の歯

上もしくは下の一部

可能なスペースが出来るのです。一方、表側には目に見えない隙間が生じます。時間の
経過とともに表側の隙間は骨で満たされ歯が固定されますが、骨で満たされない間は隙
間が存在するので、歯は隙間の方へ移動（後戻り）してしまい易いのです。
個人差がありますが、動かした歯の周辺組織（骨など）が安定するまでには、歯を動
かすのに要した時間と同じ位の時間が必要だと言われています。よって、矯正装置を使
用し理想的な歯並びにすることが出来た後には、綺麗な歯並びを維持するために保定装
置の使用が不可欠となるのです。

時間割価格とは、平日 11:00 ～ 16:00 までの間に治療予約された方に適用される割引ブランです。
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保定装置（リテーナー）の種類
保定装置には取り外しが出来るもの ( 可撤式リテーナー ) を使用して頂いております。
歯周組織が安定するまでには１年程度かかりますので、最初の１年間は食事の時以外は
できるだけ付けたままにしておくことをおすすめしております。
なお、固定式の保定装置を使用したり、保定装置を定期的に作製する場合もあります。
詳しくは担当の歯科医師にご相談ください。

お支払い方法
● 分割支払い方法
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（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。

取り扱いカード、デンタルクレジット

● ベッグタイプリテーナー（可撤式）
一般的に多く使われている取り外しができるリ
テーナー。ワイヤーが表側の歯並び全体を包み、
裏側からは、透明なプラスチックのプレートが歯
列を抑えます。

● 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
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＞

● フィックスタイプ（固定式）
取り外しのできないリテーナー。フィックスタイ

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
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

プは歯の裏側に、ワイヤーを接着して固定して後

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

戻りを防ぎます。
取り外し式のリテーナーよりも、

詳しくはスルガ銀行へお問い合わせください。

装置が小さく目立ちにくいのが特徴です。

スルガ銀行アクセスセンター

取り外しができないため歯磨きがしにくいが、保
定に優れています。

0120-895-560

● 医療費控除を活用しよう！
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

＜保定期間中の注意点＞
１．保定装置は出来るだけ長時間つけておくようにしましょう。
２．専用の洗浄液で手入れをしましょう。
３．取り外した保定装置は専用ケースに入れ、取り扱いに注意しましょう。
（紛失などの再製作には、別途料金がかかります。
）
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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
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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矯正歯科の症例写真
［症例１］
全顎矯正治療

［症例３］
部分矯正治療
Y.O さん
（女性・２８歳）

M.K さん
（男性・４１歳）

治療内容
部分矯正治療（唇側ホワイト、審美ワイヤー）

治療内容
全顎矯正治療（唇側シルバー）

患者様のコメント
・想定していたよりも早く治療が終了したので良かったです！

患者様のコメント

・先生と、アシスタントの方の説明も丁寧で分かりやすかったです。
・特に、治療後の注意点について何度も説明して頂いたことは、心掛けていきます。

歯並びがすごく悪く、歯の大きさもバラバラで、

長らくありがとうございました！

今まではすごくコンプレックスだったんですが、
丁寧に治療してくださったおかげで、すごくキレ
イになりました。
長期にわたっての治療も嫌にならず、あっという
間だった気がします。

［症例２］
全顎矯正治療

K.K さん
（女性・18 歳）

治療内容

［症例４］
全顎矯正治療

Y.N さん
（男性・１５歳）

治療内容
全顎矯正（唇側矯正ホワイト、審美ワイヤー）

全顎矯正治療（唇側ホワイト、審美ワイヤー、左上顎犬歯・左右下顎第一小臼歯抜歯）

患者様のコメント
治療の対応などとても親切で、わかりやすく説明もして下さったので、安心して治療を受けることができました。
また、細かい所まで気を使って見て下さったので良かったです。

患者様のコメント
2 年半ほど矯正治療をしました。それまでは歯並びが悪く、かみ合わせもダメと言われていたので、今の結果に満
足しています。最初のうちはワイヤーの力で歯全体が痛く、食べるのもやっとだったのですが、その痛みが引いて
くると、歯並びが劇的に変わってきれいになっていました。治療している時も個室であまり周りの音に気にするこ
となく落ちついて臨むことができまし。駅から近いので通院も苦労はありません。
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［症例５］
全顎矯正治療

M.T さん
（女性・１７歳）

［症例７］
全顎矯正治療

治療内容

A.K さん
（女性・２４歳）

治療内容

全顎矯正（唇側矯正ホワイト、審美ワイヤー）

全顎矯正治療（唇側ホワイト、審美ワイヤー、左右上下顎第一小臼歯抜歯）

患者様のコメント

患者様のコメント

痛かったり、歯みがきが大変だったし、食べ物がはさまったりするのではやく終わらせたいと頑張りました！！こ

昔から気にしていた歯並びを治すにあたって、
”矯正は痛い”というイメージと、高いと言われていたので、なか

んなに自分の歯と向き合ったことがないので意外と楽しかったです。先生も優しく丁寧に教えていただいて安心し

なか足を踏み出せずにおりました。低価格のプランにする事で、経済的負担を減らす事が出来た事、先生がとても

ました。

優しく、痛みも思っていたよりも少なく、毎回少しずつ動いていく歯が嬉しくて、通うのもあまり苦になりません
でした。

［症例６］
全顎矯正治療

Y.Y さん
（女性・１４歳）

治療内容
唇側矯正ホワイト、左右上下第一小臼歯抜歯

患者様のコメント
短時間で治療していただいたので、忙しい中でも通うことができた。毎回、歯の並びがきれいになっていくのを感
じていて、いつも楽しみだった。先生や受付の方もとても話しやすかった。駅からも近くて通いやすかった。
2 年以上かかると思っていたので、早く終えることができて嬉しい。

［症例８］
全顎矯正治療

S.H さん
（女性・２８歳）

治療内容
唇側矯正（シルバー）
、上下左右第一小臼歯抜歯

患者様のコメント
とても歯並びが悪かったのですが、びっくりするくらいきれいになりました。やってよかったです。ありがとうご
ざいました。

ありがとうございました。
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［症例９］
全顎矯正治療

N.N さん
（女性・14 歳）

治療内容

［症例１１］
全顎矯正治療

A.T さん
（女性・２４歳）

治療内容

唇側矯正（ホワイト）
、左右上顎第一小臼歯抜歯

唇側矯正（ホワイト）
、保定装置

患者様のコメント

患者様のコメント

歯みがきなど、大変なこともありましたが、先生も優しく、続けることができました。

今回、矯正治療を受けたことで、長い間コンプレックスに感じていた歯並びが治り、大変嬉しく思っています。治

歯並びがキレイになって嬉しいです。

療を始める前は、ワイヤー器具を付けた時の見た目や痛みが心配で、治療に踏みきれるかどうかとても悩みました。
しかし、クリニックに相談に伺った際、先生が不安を取り除くように１つ１つ丁寧に説明してくださり、治療を始
める決意が出来ました。治療開始後は、毎回少しずつ綺麗になる歯並びを楽しみに通うことが出来ました。

［症例１０］
小児矯正治療（第一期治療）

R.T さん
（男性・１０歳）

治療内容
小児治療のみ、非抜歯

患者様のコメント
前歯が出ているため口がキチンととじれなかったのが、今では、すごくキレイに整って、顔つきもずいぶん変わり
ました。
長く通うのが大変かと思っていましたが、先生も優しく、子供でも嫌がらずに治療できて良かったです。

［症例１２］
全顎矯正治療

A.H さん
（女性・２２歳）

治療内容
唇側矯正（ホワイト）
、唇側矯正（シルバー）

患者様のコメント
昔から前歯が出ているのが気になっていて、見た目が悪いだけでなく、かみ合わせにも問題がありストレスに感じ
ていました。大学受験が終わってから矯正をすることを決め、インターネットで評判が良かったことからこちらに
伺い、丁寧な説明を聞いて通うことを決めました。矯正は期間が長く、すごく痛かったり、抜歯後など見た目が悪
い時期に人に見られるのが恥ずかしいと思う時もありました。でも吉祥寺セントラルクリニックでは信頼できる優
しい先生に見て頂き、クリニック内もとても綺麗で快適なので、安心して通院出来ました。
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［症例１３］
全顎矯正治療

T.O さん
（女性・１２歳）

治療内容

［症例１５］
全顎矯正治療

A.T さん
（女性・３１歳）

治療内容

唇側矯正（シルバー）
、保定装置

唇側矯正（シルバー）
、保定装置、矯正用スピードインプラント 2 本

患者様のコメント

患者様のコメント

歯並びが悪いのが私のコンプレックスでした。写真に写るときも歯を出して笑えませんでした。そこで矯正をしよ

担当して下さったのがキレイな女医の先生だったこともあり、ここで矯正することに決めました。丁寧な説明で満

うと思い、
矯正歯科を何件か見て回りました。そこで出会ったのがこの病院です。他に見た病院より親切だったし、

足しています。女性の先生のきめ細かい対応で安心でした。ありがとうごさいました。

担当の先生が優しかったのが決め手でした。家からこの病院は少し遠く、通うのが大変でしたが、治療が終わった
今、この病院にきて本当に良かったと思っています。

［症例１４］
全顎矯正治療
治療内容
唇側矯正（シルバー）

患者様のコメント
先生方みなさま優しいし、歯並びがきれいになったのでこのクリニックはいいです。

E.K さん
（女性・１9 歳）

［症例１６］
全顎矯正治療

K.N さん
（男性・２４歳）

治療内容
唇側矯正（ホワイト）

患者様のコメント
歯並びが自分が思っていた以上に綺麗になったので、治療を受けてよかったと思います。2 年間装置をつけている
のは長いと思ったが、あっという間だと感じた。
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［症例１７］
全顎矯正治療

A.F さん
（女性・２５歳）

治療内容

［症例１９］
全顎矯正治療

T.S さん
（女性・２４歳）

治療内容

唇側矯正（シルバー）
、矯正用スピードインプラント、ハイブリッドセラミックインレー 2 本

唇側矯正（ホワイト）

患者様のコメント

患者様のコメント

私は矯正治療を受けて良かったと感じています。小さい頃から出っ歯であることを気にしていて、口元を見られな

幼い頃から歯並びが悪く気にしていましたが、
治療をして良かったと思います。
歯並びは健康にも影響するのでもっ

いように会話をしていました。虫歯も同じ場所にばかり出来てしまうし、嫌なことばかりでした。今回、長期間の

と早く治療していたら良かったとも思いました。

治療を終えて今まで悩んでいたことは解消されました。歯磨き下手の私の治療に対し、優しく根気強く付き合って
下さった篠先生には本当に感謝しています。ありがとうございました。

［症例１８］
上顎矯正治療

M.S さん
（女性・２５歳）

治療内容
唇側矯正（シルバー）

患者様のコメント

［症例２０］
全顎矯正治療

M.S さん
（女性・３６歳）

治療内容
唇側矯正（ホワイト）

患者様のコメント

矯正という思わぬ治療でとても動揺していましたが、優しい先生のおかげで苦手な歯科通いを楽しむことができま

これからは歯のことを気にせず、歯を見せて笑えるのでとても嬉しいです。丁寧な説明で満足しています。女性の

した。痛みも最小限だったと思います。いろいろ調べて決めたかいがありました。本当にありがとうございました。

先生のきめ細かい対応で安心でした。ありがとうごさいました
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矯正歯科「体験談」

よくある質問 Q ＆ A
A.H. さん（女性・25 歳）

歯のことを気にせず
笑えるので嬉しいです。
幼い頃から歯並びが悪く気にしていましたが、こちらの医院モデルになって

Q
A

歯並びを綺麗にするのに約 1 ～ 3 年。歯を保定するのに約 1 ～ 3 年の治
療期間を要します。矯正治療は、弱い力を加えることで歯が動きます。強
い力を加えて無理に動かすことはできませんので、数年の治療期間が必要
になります。

Q
A

治療をして良かったと思います。歯並びは健康にも影響するのでもっと早く

費用はどのくらいかかりますか？

保険は使えますか？

矯正治療は保険適用外で、当院では全顎矯正が 630,000 円（税抜）から
です。具体的な費用は、使用する装置や治療法、治療に要する期間などに
より患者様ごとに異なって参ります。実際の費用については、担当の歯科

治療していたら良かったとも思いました。
これからは歯のことを気にせず、歯を見せて笑えるのでとても嬉しいです。

治療期間はどのくらいかかりますか？

医師におたずねください。

Q
A

歯は抜かなければいけませんか？
どうしても必要であると判断した場合には、
抜歯矯正をご提案しています。
患者様の同意を得ずに抜歯をおこなうことはございませんので、疑問やご
不安があれば、担当の歯科医師にご質問ください。

Y.K. さん（女性・32 歳）

コンプレックスを解消して
気持ちも前向きに
前歯が出ていたのがとてもコンプレックスだったので、今は、歯ならびにも
自身が持て、気持ちも前向きに過ごすことができるようになりました。
周囲の評判もとても良いです。
他院で治療を受けている知り合いに比べても、
完成度、治療期間などとても技術の高いクリニックだと、改めて、こちらで
治療をうけさせていただくことができうれしく思っています。先生も他ス
タッフの方も優しく丁寧で、
とても満足しています。ありがとうございます。
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Q
A
Q
A

子供の矯正はいつ始めるべきですか？
お子様のお口の状態によって、適切な開始時期が異なります。いつ開始す
るかは、矯正を専門的におこなっている歯科医師にご相談することをおす
すめいたします。

矯正装置が目立つのではないでしょうか？
審美ブラケット（唇側矯正ホワイト）をお選びいただけば、ほとんど気に
なることはありません。
＜ ご紹介カードのご案内 ＞
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
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。

K-Central - 28

KCC

0120-203-640

0422-28-0552

〒 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

吉祥寺セントラルクリニック
医科歯科総合ＨＰ

吉祥寺駅北口徒歩０分

三菱東京
ＵＦ Ｊ 銀行

サーティワンアイスクリームが
入っているビルの５階

バス停

パルコ

バス停

北口

交番

診療時間
9:35 ～ 14:00 /15:00 ～ 20:00
矯正診療時間 11:00 ～ 14:00 /15:00 ～ 19:30
（最終受付 19:00 まで）
休診日
日曜日・祝祭日
予約可能時間 15 分 ～ 2 時間

ヨドバシカメラ

吉祥寺セントラルクリニック

ＪＲ 吉祥寺駅
立川：
三鷹方面

京王井の頭線

吉祥寺駅

※ お仕事等で頻繁に通院できない方は
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。
※ 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

新宿・
東京方面

