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審美歯科治療 の ご案内

審美歯科

あしたの笑顔につながるお手伝い。

審美治療 ～ホワイトニングの特徴～
ホワイトニングとは、漂泊効果のある薬剤を塗って歯の
色素を分解し、自分自身の歯の色を白くすることをいい
ます。当クリニックでは、このような「歯のホワイトニ
ング」だけではなく、黒ずんだ歯茎を薬剤の作用によっ

ホワイトニングの効果について
歯や歯茎の質は一人ひとり違いがあるため、漂泊の効果は大きく異なります。例えば、
歯のホワイトニングを複数の方を対象に同じ薬剤・同じ期間で行ったとしても、効果が
でやすい方もいれば、効果があまりみられない方もおられます。また、一人の患者様で
も、健康な歯と神経のない歯があれば、仕上がりに差が出てしまうこともあります。

てピンク色に戻す「歯肉ホワイトニング」の施術も行っ

ホワイトニングを行った歯は、2 ～ 3 年で施術前

ております。

の色に戻る傾向にあります。しかし、喫煙をされる
方や、コーヒー・紅茶・お茶・カレー・ワインなど

ホワイトニングの種類
● ホームホワイトニング（ご自宅で行うホワイトニング）
歯本来の艶を保ちたい方には、ご自分で行っていただくホーム
ホワイトニングをおすすめしております。低濃度のホワイトニ
ング剤を使用するため、緩やかに漂白効果が現れ、知覚過敏や
歯の白濁のリスクを軽減することができます。また、オフィス

をよくお召し上がりになる方は、それよりも早く戻
りやすくなりますので、ご注意ください。
ホワイトニング施術後の状態を長く保ちたい方には、1 年に 1 回を目安に定期的に受
けられることをお勧めしております。ホームホワイトニングの場合は、お口の中や歯に
付けるトレーに問題が無ければ、薬剤のみのご購入で受けていただくことができます。
しかし、どちらかに何らかの異常があれば、新たに作り変えが必要となります。
詳しくは、担当の歯科医師にご相談ください。

ホワイトニングよりもその効果を持続させることが期待できま
す。

● オフィスホワイトニング（歯科医院で行うホワイトニング）
施術後すぐに効果を実感したい方には、歯科医院で処置を受け
るオフィスホワイトニングをおすすめしています。高濃度のホ
ワイトニング剤を使用するため、即効性がありますが、光沢の
少ない仕上がりとなる場合があります。

● 歯肉ホワイトニング（歯茎の色を改善するホワイトニング）
メラニン色素の沈着によって黒ずんでしまった歯茎を、薬剤の
作用によって改善させます。なお、歯周病や金属の詰め物・被
せ物によって引き起こした黒ずみは、対処法が異なります。詳
しくは、歯科医師の診断を受けてご相談ください。
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ご注意いただきたいこと
・歯の汚れについて
ステイン（飲み物や食べ物、たばこによる着色）があるままホワイトニングを受けられ
ると、効果が得られず、仕上がりにむらがでてしまいます。ステインが確認された方に
は、歯のクリーニング（20 分間 5,000 円（税抜）
）をお勧めしております。
・虫歯について
虫歯があるままホワイトニングを受けられると、痛みがでたり、歯の内側にある神経が
炎症を起こしたりすることが考えられます。このようなトラブルを防ぐために、当クリ
ニックでホワイトニングを受けられるすべての方に、虫歯の検査を実施しております。
虫歯の検査は、初診料やレントゲン費用なども含め、
約 3,500 円（保険 3 割負担の場合）
が別途必要となります。
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審美治療 ～セラミック治療の特徴～
虫歯の治療などで削った歯を、白い陶材（セラミック）で
補う補綴（ほてつ）治療です。保険対象外の素材を使用し
ますので費用が高くなりますが、ホワイトニングよりも希
望通りの白さにでき、歯の形や歯並びを良くして口元の審
美性を高めることができるという利点があります。

セラミック素材の種類
● ハイブリッドセラミック

保険の白い詰め物に使用されるレジン素材とセラミック素材の中間
の素材です。
レジン素材より変色しにくいという特性がございます。
完全なセラミック素材と比べると透明感にかけるという審美的欠点
（※金属仕様）
があります。喫煙やお茶やコーヒー・紅茶などの着色しやすい飲食
物を摂取すると着色しやすいため、前歯には適しません。年齢を重
ね、歯茎がやせてくると金属とセラミックの境目のラインが露出してくることがあると
いう欠点があります。ご心配な方は、オールセラミックでの治療をおすすめ致します。

● メタルボンドセラミック

金属のフレームの上にセラミック材料を盛り、
焼き付けたものです。
表面は完全なセラミック素材ですので変色せず、透明感に優れてお
ります。前歯にも適しております。年齢を重ね、歯茎がやせてくる
と金属とセラミックの境目のラインが露出してくることがあるとい
う欠点があります。ご心配な方は、オールセラミックでの治療をお
すすめ致します。

セラミック治療の種類
● セラミックインレー

● セラミックブリッジ

インレーとは奥歯に入れる

1 本または数本歯が欠

部分的な歯で、比較的虫歯

損した際に行う治療

が小さい場合に用います。

で、欠損部の両側の歯

保険適用の素材は金属イン

を削って支え台とし、

レーのみとなっております。前歯には適用

その上に橋のように連結した人工歯を被せ

できません。

ます。保険適用の素材は、奥歯は銀クラウ
ン、前歯は硬質レジン前装冠となります。

● セラミッククラウン

● セラミックラミネートべニア

前歯や奥歯に被せる冠（ク

前歯の表面に貼り付けるセ

ラウン）です。通常
“さし歯”

ラミック歯です。冠より剥

とも呼ばれるもので、歯の

がれやすいという欠点があ

周囲を全体的にわたって削

りますが、冠より歯を削る

り、その上に冠を被せます。

量が少ない（前歯の表面と隣の歯との隣接

保険適用の素材は、奥歯は銀クラウン、前

部分のみ）という利点があります。

歯は硬質レジン前装冠などとなります。

保険の適用はできませんので、素材は保険
外のオールセラミックのみとなります。

（※金属仕様）

セラミック治療による歯並び改善のメリット・デメリット

● オールセラミック

金属を使用していない完全なセラミック素材だけでできておりま
す。金属を使用しているメタルボンドセラミックより透明度が高く、
とても綺麗に審美的回復を行えます。1 番キレイな前歯の審美的回
復にも適しております。

約 1 ～ 2 年かかる矯正治療に比べ、約 1 ～ 3 ヵ月と

メリット

歯の色を、お好みの白さにすることが出来ます。

● ジルコニアオールセラミック

人工ダイヤモンドとして知られている鉱物・ジルコニアを芯材に使
用したセラミック歯です。オールセラミックより強度が高く、奥歯
やブリッジに適しております。
特に歯ぎしりが多い方にオススメです。
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大幅に治療期間を短縮することが出来ます。

デメリット

健康な歯を削る必要があります。
歯の神経を除去することがあります。
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内科・歯科連携「チーム医療」

歯科技工士が常駐している利点

連携

審美治療における歯科技工士の役割
審美治療とは、その名前の通り、見た目の美しさ（審美性）を重視する歯科治療です。
虫歯の治療など歯の機能回復だけではなく、お口元を美しくするために、歯の色・形を

内科

患者様

歯科

整える必要があります。そのために不可欠なものがホワイトニングとセラミック治療で
す。特にセラミック治療はセラミック歯をいかに正確に美しく作れるかによって仕上が
りが左右されますので、指示を出す歯科医師とセラミック歯の作製を担当する歯科技工
士との連携が重要です。

連携

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。

歯科技工士が常駐している利点
● ホワイトニング治療期間を短くできる
ホワイトニングトレーの作製を外部に依頼している
歯科医院は、歯型を送ったり、出来上がったトレー
を送ってもらったりする時間が必要になりますが、
院内で作製することで運搬による時間のロスを防

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

げ、その分治療期間を短くすることができます。

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
院内に歯科技工士を常駐しており、歯科医師と歯科技工士が綿密な打ち合わせを行うこ
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。
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● セラミック歯の完全オーダーメイド化
当クリニックでは常勤の歯科技工士を院内に抱えて
おりますので、担当の歯科技工士が歯科医師の指示
を受けて患者様のお口の特徴を確認できるため、お
一人お一人にぴったりと合ったセラミック歯を作製
することが可能です。
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審美治療の料金
審美治療の初診時は、特別な費用はかかりません。
当クリニックでは初診時に特別な費用はかかりません。虫歯や歯周病の治療時に歯科医
院を受診される際に必要となる初診費用、検査・管理費用、レントゲン費用などの費用
が必要となるのみです。保険 3 割負担で約 3,500 円必要となります。
健康保険にご加入されていない方の場合は約 10,000 円が必要となります。

オフィスホワイトニング
● オフィスホワイトニングの種類

ビヨンドオフィスホワイトニング
独自システムでホワイトニングライトの発熱をカットし歯や歯
肉へのダメージを極力抑えることに成功したホワイトニングシ
ステムです。
ビヨンドポーラスは特許取得済の独自開発の特殊フィルターで
熱や紫外線をほとんどカットして歯に与える影響を最小限に抑

悪くなる前に相談にお越しください

え、高いホワイトニング効果と高い安全性を両立することがで
きるホワイトニングライトです。

審美治療を受ける場合は初診時から高い治療費が必要になるのではないかと心配し、相

ビヨンド Polus

談にいらっしゃることをためらわれている患者様が大勢いらっしゃるようです。
実際に当クリニックにご来院された患者様の中には、≪なぜここまでひどい状態になる
まで放置していたのか？≫という程、お口の中をボロボロにされて遠方より来院される

※オフィスホワイトニングの価格（税別）

方が少なくありません。

5 万円

理由を伺うと「長い間、歯科にかかろうと思っていたものの、費用面の問題から受診を

8.5 万円

見送ってきた」「以前通院していた歯科の先生が全く説明してくれなく不安に感じた。
怖かった」「費用が明らかにされず、いくら必要になるのか不安に感じた」と回答する
患者様がほとんどでした。
そして「今回、意を決して治療を行ってもらおうと遠方から来院しました」という患者
様が多くおられること、そして全国からセカンドオピニオンとして当クリニックを受診
される患者様が多いことなどから、悪くなる前に気軽に相談にお越し頂けるよう、この
ような料金システムに致しました。
通院をためらわれている間に虫歯が進行して削らなければならない部分が大きくなり、
詰め物で済むところが被せ物になってしまったということがございます。悪くなればな
るほど、肉体的・精神的負担だけでなく、費用的負担も大きくなってしまいます。我慢
せずに、気になる症状が出始めたら、なるべく早くご相談にいらしてください。

治療の種類
特徴

塗り回数
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ビヨンドオフィスホワイトニング（片顎） ビヨンドオフィスホワイトニング（両顎）
どちらか片顎の前歯８歯分をホワイトニン

両顎の前歯１６歯分をホワイトニングしま

グします。

す。

ホワイトニング剤を３度塗します。
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ホームホワイトニング

歯肉のホワイトニング

● ホワイトニング剤について

● 歯肉ホワイトニングとは

オパールエッセンス

歯肉が黒ずむ最も多くの理由は、メラニン色素の沈着
によるものです。皮膚が日焼けで黒くなるのは、紫外

当クリニックでは、アメリカ合衆国のウルトラデント

線から皮膚を守るためにメラニン色素が分泌されるた

社のオパールエッセンスを使用しています。オパール
エッセンスは他製品に較べ粘度が高いため、着脱の際

オパールエッセンス

や装着中にトレーから薬液が漏れにくいという特徴が

ございます。また厚生労働省に認可されていますので、安心してお使い頂けます。
1 回分の薬液で片顎 10 歯のホワイトニングが可能です。薬液は、冷蔵庫や冷所で保管
してください。保管可能な期間は未開封の状態で約 3 カ月ですが、できるだけ早めに
お使いください。3 カ月以上経過した薬液は劣化を招き、歯に悪影響を及ぼしてしまう
恐れがございますので、使用しないようにご注意ください。

めですが、歯肉も同様にタバコなどの刺激から守るた

歯肉が黒ずんだ状態

めに、メラニン色素が作られて黒くなります。メラニ

ン色素は歯肉の浅い部分に沈着しているため、薬品を塗布する歯肉ホワイトニングで簡
単にピンク色の歯肉を取戻すことができます。
ホワイトニングの効果には個人差があります。ごく稀にほとんど変化のない方もいらっ
しゃいますし、同じ患者様であっても、歯肉の部位により異なった色の変化をすること
がございます。色の変化につきましては予測が出来ませんので、利点・欠点をご理解い
ただいた上でご判断ください。個人差がありますが、大きな潰瘍が出来、激しい痛みを
生じる場合がありますので、ご注意ください。

4 万円

※ホームホワイトニングの価格（税別）

2 万円

5,000 円

治療の種類
治療の種類
特徴

ホームホワイトニング用トレー（片顎）
どちらか片顎の前歯８歯分のホワイトニン
グ用トレー

ホームホワイトニング用 薬剤（片顎）

※歯肉のワイトニングの価格（税別）

特徴

6.5 万円

歯肉のホワイトニング（片顎）

歯肉のホワイトニング（両顎）

上下どちらかの歯肉６歯分をホワイトニン

上下の歯肉１６歯分をホワイトニングしま

グします。

す。

片顎の前歯８歯×２回分の薬剤

塗り回数

ホワイトニング剤を１度塗します。

※患者様によっては薬液により歯肉に潰瘍が出来てしまい、痛みが生じる場合がございます。
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セラミックインレー

セラミッククラウン
※ 1 歯の価格（税別）

4.75 万円

ハイブリッド
セラミックインレー

8.5 万円

オールセラミック
インレー

※ 1 歯の価格（税別）

7.5 万円 10.5 万円 12.5 万円 16 万円 18 万円

ハイブリッド
セラミック
クラウン

メタルボンド
セラミック
クラウン

オール
セラミック
クラウン

ジルコニア
オールセラミック
クラウン

CAD/CAM
ジルコニア
オールセラミック
クラウン

セラミックとレジン（プラスチック）の中

完全な混ざりもののないセラミックイン

金属の裏打ちにセラ

金属の裏打ちにセラ

金属を一切使用して

金属を一切使用して

金属を一切使用して

間の材料を使用したインレーです。

レーです。変色も一切起こりません。

ミックとレジン（プ

ミックを貼り付けた

いないセラミック歯

いないセラミック歯

いないコンピュー

ラスチック）の中間

冠です。昔から一般

です。透明感が一番

です。透明感がある

ター設計されたセラ

の材料を貼り付けた

的にいうセラミック

優れているのでとて

のでとても綺麗で

ミック歯です。透明

冠です。透明感はあ

歯です。透明感があ

も綺麗です。前歯部

す。 強度があるの

感があるのでとても

りません。

るのでとても綺麗で

の単冠治療に使用さ

で臼歯部の単冠治療

綺麗です。 強度が

す。

れます。

やブリッジに使用さ

あるので臼歯部の単

れます。

冠治療やブリッジに
使用されます。

色の調整が行えます。

色の調整が行えます。

色の調整が行えま

色の調整が行えま

色の調整が行えま

色の調整が行えま

色の調整が行えま

より自然な色調になります。

より自然な色調になります。

す。より自然な色調

す。より自然な色調

す。より自然な色調

す。より自然な色調

す。より自然な色調

になります。

になります。

になります。

になります。

になります。

金属アレルギーの方は

◯
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金属アレルギーの方は

◯

金属アレルギー
の方は

×

金属アレルギー
の方は

×

金属アレルギー
の方は

◯

金属アレルギー
の方は

◯

金属アレルギー
の方は

◯
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その他の審美治療
● その他のセラミック治療

お支払い方法
※１歯当たりの価格
（税別）

価
オールセラミックラミネートベニア

●クリーニング及び保険外治療メンテナンス

格
125,000 円

PMTC

5,000 円

保険外治療メンテナンス

5,000 円

※初診費用、検査・管理費用、指導費用 等は、別途かかりますので、ご了承ください。
※１歯当たりの価格
（税別）

価

格

前歯に詰めるタイプ

5,500 円
18,000 円

保険外前歯表面または
臼歯部咬合面＋隣接面

28,000 円
※１歯当たりの価格
（税別）

価

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＞
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

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

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
詳しくはスルガ銀行へお問い合わせください。
スルガ銀行アクセスセンター

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

格

簡易仮歯

2,000 円

審美仮歯

10,000 円

13 - K-Central

● デンタルローン

５．審査の結果が当日、遅くても翌日にはわかること

臼歯部咬合面のみ

精密仮歯

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

5,000 円

金属の裏打ちのある丈夫、見た目もキレイです。

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

格

ジェットクリーニング

●仮歯

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

※ 20 分間の価格（税別）

価

●ダイレクトボンディング

● 分割支払い方法

23,000 円

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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審美治療の症例写真
［症例１］
セラミック治療

［症例３］
セラミック治療
M.O さん
（男性・３１歳）

M.H さん
（女性・２１歳）

治療内容
ジルコニアフレームオールセラミッククラウン 2 本（ジルコニアセラミック用土台 2 本）

治療内容
オールセラミッククラウン 3 本（オールセラミック用土台 1 本）

患者様のコメント
希望通りに何度もやり直して頂いて、思っていた

患者様のコメント

通りのものに仕上げてもらった。

先生やスタッフの皆さんとても親切でていねいな
治療だと思いました。ありがとうございました。
前歯は予想通りキレイになり、とてもまんぞくで
す。

［症例２］
セラミック治療
治療内容

R.O さん
（女性・５２歳）

［症例４］
セラミック治療

M.S さん
（女性・１８歳）

治療内容
ジルコニアオールセラミッククラウン 6 本（ジルコニアオールセラミック用土台 4 本）

ハイブリッドセラミッククラウン 4 本（ハイブリッドセラミック用土台 4 本）、ハイブリッドセ
ラミックインレー 4 本

患者様のコメント
最初から最後まで、スタッフの方々も先生も、とてもていねいにせっしていただ
き感謝しています。
ただ、予約が月に 1、2 度しか取れず、とても時間がかかったので、通うのが大
変でしたが ･･･。
ありがとうございました。
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患者様のコメント
ずっと気になっていた歯並びが良くなって、色も
きれいになったのですごく嬉しいです。
治療だけじゃなくて、治療前後の説明もとても丁
寧にして頂けて安心して通えました。
ありがとうございました。
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［症例５］
セラミック治療

A.H さん
（女性・２３歳）

治療内容

［症例７］
セラミック治療

J.M さん
（男性・２０歳）

治療内容

ハイブリッドセラミックインレー 5 本

ジルコニアフレームオールセラミッククラウン 6 本（オールセラミック用土台 2 本）

患者様のコメント

患者様のコメント

すごくきれいになりました。先生の対応もていね

長い間、どうもありがとうございました。色々と注文が多いにもかかわらず、全ての事に関してきちんと話を聞い

いで早くて、大満足です。本当にありがとうござ

ていただいて、とてもうれしかったし、とても満足しています。歯並びが悪い時、人前で笑うことも嫌だったのが

いました。

ウソのように、今ではニコニコできています。これも全て、吉祥寺セントラルクリニックさんのおかげだと思って
います！本当にありがとうございました。

［症例６］
セラミック治療
治療内容
エンプレスオールセラミッククラウン 6 本（オールセラミック用土台 4 本）

患者様のコメント
ありがとうございました。

H.N さん
（男性・４４歳）

［症例８］
セラミック治療（ブリッジ）

N.Y さん
（女性・６０歳）

治療内容
メタルボンドセラミッククラウン 3 本

患者様のコメント
やっと終わったというのが実感です。
食事をする楽しみが増えました。
ありがとうございました。
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［症例９］
ホワイトニング

N.O さん
（女性・２４歳）

［症例１１］
セラミック治療

治療内容

K.T さん
（女性・４５歳）

治療内容

ホワイトニング

CAD/CAM オールセラミッククラウン 3 本（オールセラミック用土台 3 本）、ハイブリッドセ
ラミックインレー 2 本

患者様のコメント

患者様のコメント

最初は不安でしたが、とても丁寧に治療していただき、満足しています。

治療計画をモニター画面でていねいに説明して頂

やってよかったです。ありがとうございました。

けました。IT 時代やインフォームドコンセント
があたり前と言われれば当然ではありますが、非
常に分かりやすく安心できました。
症状があまりひどくなかったのと、1 回の治療に
時間をかけて頂いたので、数回の通院で終了とな
りました。なかなか予約が取りづらいのは、やや
難点ではありましたが。
スタッフの皆様、ありがとうございました。

［症例１０］
セラミック治療

R.O さん
（女性・４０歳）

［症例１２］
セラミック治療

治療内容

M.M さん
（女性・３４歳）

治療内容

ジルコニアフレームオールセラミッククラウン 7 本（オールセラミック用土台 3 本）、ハイブリッ

オールセラミッククラウン 3 本（オールセラミック用土台 3 本）
、メタルボンドセラミッククラ

ドセラミッククラウン 1 本、ハイブリッドセラミックインレー 1 本

ウン 1 本

患者様のコメント
仕事が忙しかったり、子育てに追われながら、やり過ごしてきましたが、今回思いきって治療できてとても嬉しい
です。また、これで、何もしなくていいのではなく、少しでも良い状況を持続できるよう、メンテナンスや健康の
ことも考えるきっかけとなりました。あたりまえのことかも知れませんが、自分にとって、子供たちにとって元気
な母親でいたいです。歯はとても大切なもの。改めて、鏡の前で思いました。

患者様のコメント
以前（十数年前）から気になっていた前歯の治療を決心するには、かなりの決
断力が必要でした。色々と調べ、こちらのクリニックにたどりつきました。決
め手は、技工士さんがいらっしゃるという点です。
以前、技工士さんが別の（委託型）歯医者さんに通っていたのですが、やはり
出来上がった義歯の色味に不満が残りました。本当に微妙な色味なのですが、
全部の歯を治療するのではなく、
部分部分をセラミックにと考えていた私には、
その「微妙さ」がとても重要なポイントでした。
こちらでは、その点の不安も全て解消してくれました。自分が納得出来るまで
色味を変えていただいたり、歯のすきまにまで細かく気をつかい、糸（･･･ の
ようなものでしょうか）を小さく丸めて、
そのすきまをうめて行くという技術、
気づかいには脱帽しました。その後も何度かそのすき間の変化にそって、義歯
を作りかえてくれるなど、本当に患者の納得いく治療を進めてくれる姿勢に、
このクリニックが支持される理由を見ることができました。
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［症例１３］
セラミック治療

C.S さん
（女性・２８歳）

治療内容

［症例１５］
セラミック治療＋骨造成（欠損部）

T.O さん
（女性・３４歳）

治療内容

エンプレスジルコニアフレームオールセラミッククラウンブリッジ 4 本

オールセラミッククラウン 2 本、ジルコニアフレームオールセラミックブリッジ 3 本、オール
セラミックラミネートベニア 2 本、骨造成（欠損部）

患者様のコメント

患者様のコメント

かみ合わせや見ための美しさまでしっかりいて頂いて、

ずっと歯並びが悪いのがコンプレックスでした

どの歯がブリッジなのかまったく分かりません。

が、とてもキレイにして頂き、これからは手で

先生も大変丁寧に治療して下さいました。

口をかくす事なく笑う事が出来ます。ありがと

満足しています。ありがとうございました。

うございました。

［症例１４］
セラミック治療

N.H さん
（女性・３４歳）

治療内容
オールセラミッククラウン 6 本、ハイブリッドセラミッククラウン 11 本（セラミック用土台 1）

患者様のコメント

［症例１６］
部分矯正治療＋セラミック治療（ラミネートベニア）

A.Y さん
（女性・５４歳）

治療内容
唇側部分矯正（ホワイト）
、オールセラミックラミネートベニア 8 本

患者様のコメント

痛んだり、時々腫れたりで口の中にストレスがたくさんありました。

お優しく知的な雰囲気のドクターに、きれいな歯を作っていただき感激です。

歯科医院を転々としましたが、こちらの歯科医院に決めて良かったです。

待ち時間を少なくする効果的な配置で、毎回気持ちよく治療を受けることができました。

ありがとうございました。

ナースのみなさんも大変親切、かつプロフェッショナルな対応でした。
ありがとうございました。
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［症例１７］
セラミッククラウン＋ラミネートベニア

K.M さん
（男性・４３歳）

治療内容

［症例１９］
セラミック治療

A.O さん
（女性・５１歳）

治療内容

オールセラミッククラウン 8 本、オールセラミックラミネートベニア 6 本、ハイブリッドセラミッ

オールセラミッククラウン 7 本（土台 1 本）
、
ハイブリッドセラミッククラウン 11 本（土台 9 本）

ククラウン 5 本（ハイブリッドセラミック用の土台 1 本）

患者様のコメント

患者様のコメント

時間はかかりましたが、ほとんど痛みもなく、

今日、前の歯に（7 本）オールセラミッククラウンが入りました。

キレイに仕上がって満足しています。

1 回 1 回とても丁寧で仕上がりもきれいで、大変満足しています。

先生も丁寧に治療していただきました。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

［症例１８］
セラミック治療
治療内容
オールセラミッククラウン 1 本（オールセラミック用土台 1 本）

患者様のコメント

S.I さん
（男性・２１歳）

［症例２０］
セラミック治療

Y.N さん
（女性・２３歳）

治療内容
オールセラミッククラウン 4 本（オールセラミック用土台 2 本）

患者様のコメント

前歯のセラミックをやりました♪何回も通院しなきゃいけない大変さ。病院が

以前から、前歯の虫歯や歯ならび、歯の大きさなどが気になっていました。今

嫌いな僕にとっては苦痛でした（￣□￣ .....）でも、店内もキレイで先生もい

回治療を受けていて、その悩みが一気に解決しました。とてもナチュラルで美

い人たちばかりなのでとても通いやすかったです！！

しい歯に仕上げていただいたので、
人前でも気にせず歯を見せて笑えそうです。

歯医者は痛いイメージがあるし、なおさらセラミック治療なので怖かったです。

ありがとうございました。

(´ □ `) ヽ｀
でも、全然痛くなかった。( ＾ 0 ＾ ) むしろ BGM で眠くなってきちゃう♪こ
れからも歯のことで悩んだらココへ来たいです！
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審美治療「体験談」

よくある質問 Q ＆ A
A.S. さん（女性・25 歳）

仕事に支障なく
通院できてよかったです
差し歯が古くなり、前歯の黒ずみが気になり始め、早急にきれいにしていた

Q
A

仕事にも支障なく通うことができてよかったです。
先生は必ずその日と次回にどのような治療をするのか説明して下さり、治療
もていねいで安心してお任せできました。

個人差があるので具体的回答はできませんが、平均的に１段階白くなる方
が多いと思われます。ただし、中には２段階以上白くなる方もいますし、
逆にほとんど変化のない方もいます。

Q
A

ホワイトニング後の効果はどのくらい持続しますか？
一般的に約 2 年は効果が持続します。2 年経過するとホワイトニング前
の歯の色に戻ると考えておくとよいでしょう。ホワイトニング効果の持続
は、飲食・喫煙・歯みがきの状態や定期クリーニングの頻度によっても異

だきたい状況が生じたのですが、初日の翌日にはきれいな仮歯に取り替えて
もらえてとても助かりました。その後は基本的に月 1 回の通院だったため、

ホワイトニングでは歯の色はどれ位白くなるのですか？

なってきます。

Q
A

セラミック治療で歯並びを綺麗にすることができるのですか？
可能です。セラミックの薄いプレートを貼りつけたりクラウンブリッジを
被せたりすることで、歯並びを綺麗にするだけでなく、歯の形も整えるこ
とが出来ます。

M.N. さん（女性・17 歳）

丁寧な説明で
迷わず治療ができました
セラミックが何種類かあったのですが、丁寧に説明していただいて、どれに

Q
A

セラミック歯の色を希望通りにしてもらえると聞いたのですが？
セラミック歯での治療において、
患者様のご希望がある場合には、
セラミッ
ク歯への直接の色塗りを行っております。（ハイブリッドセラミックは、
直接の色塗りが出来ません）

Q
A

セラミック治療の保証はありますか？
当クリニックでは、4 ヶ月に 1 回の定期メンテナンスを受けていただく
ことを前提とした保証システムを導入しています。

するか迷わず決めることができました。歯を入れかえるとちゅうの期間は仮

＜ ご紹介カードのご案内 ＞

歯でもほとんど違和感なく、ふつうに過ごすことができました。本物の歯を

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

入れる時、色や形などとてもきびしく見ていただいて、とりかえてもらった
りして、さいごはとてもきれいにつくってもらえてよかったです。
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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。
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KCC

0120-203-640

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

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

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

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

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

新宿・
東京方面

