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当たり前ですが、歯は削らない方が良い 

素晴らしい材料を使って、素晴らしい治療

を行っても、ご自分の歯にはかないません。 

 

詰めたり、被せたり...という治療はまだ

行う事が多いですが、人工物を使うという

事は自分の歯との間に境界線ができると

いう事です。 

 

お口の中は細菌が非常に多く、その中で何年も何十年も噛んで使い続けるわけです

から、やはり歯は削らない方が良いです。削る事を遅らせることにも意味があると

考えます。 

 

しかしどうしても治療が必要な場合もあります。その時には「とりあえず…」や、

「お任せします」という考え方ではなく、歯・歯ぐき・噛み合わせ・癖・期間・費

用などしっかりと相談したうえで治療を行って頂きたいと考えております。 

 

 

初期虫歯は歯を削る必要はないのです 

虫歯にもステージがあります。初期虫歯につ

いては歯を削る必要はありません。ただ初期

虫歯になってしまっているわけですからその

まま置いておくのはリスクが高く、進行して

結果的に歯を削ることになってしまったらそ

れは非常にもったいない事です。 

 

現状をしっかりと把握し、将来の予測をしたうえで、どのように状況の改善に努め

るのかを決めなければなりません。 

 

初期虫歯の治療法とは？ 

皆さんは"脱灰"と"再石灰化"という言葉をご存知でしょうか？当院では初期虫歯

を削らずに治療する際には再石灰化療法を行っております。初期虫歯の部位に的を

絞って、積極的に再石灰化を促し、治す方法です。 

 

自身を持ってお勧めできる予防プログラムです 

当院の予防プログラムはリスクコントロールの為のプログラムです。つまり予防に

必要な項目をしっかりと調べて、あなたにとってのリスクを把握するからこそ、効

果的なコントロールが可能になります。 



 

Copyright(C) 2013 新江古田こばやし歯科クリニック.All Rights Reserved. 

予防プログラムの流れ  

1．【検査】 

お口の写真検査、エックス線検査、唾液の量と質の検査、歯磨きチェック、生活習

慣について、虫歯菌の培養検査 

 

2．1つ 1つの検査結果をとともに、総合的にみてあなたがこのままで何％の可能性

で虫歯を避ける事ができるか をお伝えします。 

3．ムリなく続けられる効果的な予防プログラムを担当歯科衛生士と相談して決定

します。 

4．ご自分でのケア（セルフケア）がプログラム通りに行えているかの確認とアド

バイスをしながら初期虫歯を治す再石灰化療法と PMTC（※）を基盤にした気持ち

のいいプロフェッショナルケアを行います。 

※PMTC 

できるだけ歯を傷つけないように、患者さまごとに器具・材料を選択し、歯をツル

ツルに仕上げてゆきます。 

5．終了時の虫歯の可能性を数値で把握し、今後のメインテナンスの際に常に比較

してゆきます。 

唾液検査メニュー 

唾液検査キット「デントカルト」 

WHO（世界保健機構）の疫学検査にも使われて

いる信頼度の高い唾液検査方法です。 

虫歯のなりやすさを主に調べます。この各項目で

の検査を組み合わせることによって、虫歯のリス

クを客観的・定量的に評価し、効果的な虫歯予防

の具体的な方法をご提案することができます。  

 

唾液分泌量検査 

唾液検査専用のガムを噛んでいただいて、刺激を

与えた状態での唾液分泌量を測定いたします。 

唾液の虫歯に対する抵抗性を踏まえて指標にし

ます。また夏場には脱水症状のリスク検査として

の参考にもなります。 

 

唾液 PHで緩衝能検査 デントバフストリップ 

食事をすると、ミュータンス菌などの産出する酸によって、口腔内の PHが酸性に

傾きます。これは避けることはできません。ここまでは虫歯に罹り易い人も、罹り

難い人も同じなのですが、虫歯に罹り難い人は、酸性に傾いた口腔内 PHを中性に

戻すのが速いのです。 
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口腔内を中性に戻す唾液の緩衝能を、唾液の PH

を測定することで評価します。高い唾液緩衝能は

虫歯予防にとって重要な意味を持っています。 

右の写真ではこの患者さまが唾液緩衝能がやや低

めであり、唾液緩衝能という観点からは虫歯に罹

るリスクが比較的高いと評価できます。  

 

デントカルト SM（虫歯を発生・進行させるミュータンス菌の培養検査） 

虫歯の原因菌であるミュータンス菌の量を測定します。また主に、子育ての時期に

母親の唾液を介して感染することも知られています。 

 

例えば右の写真の例では、レベル 2と判定され

ます。これにより、この患者さまは比較的ミュ

ータンス菌の量が普通ということが分かります。

唾液中のミュータンス菌の量が調べられます。 

 

 

デントカルト LB（虫歯を進行させるラクトバチラス菌の培養検査） 

深い虫歯や、再治療になってしまった部位からの虫歯、合っていない人工物の周り

に検出され、虫歯の活動性に関する情報を得ることができます。 

 

また、炭水化物の摂取量が増えると、ラクトバチラス菌も増加する傾向にあるため、

患者さまの食事の頻度や、摂取量も推測することができます。食生活の乱れなどの

指標にもなります。 

 

右の写真の例では、患者さまのラクトバチラス菌

の量は比較的多く、また、食事も砂糖や炭水化物

の摂取量が少ないと推測されます。  
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カリオグラムを用いて、将来を予測した根拠のある虫歯予防を 

これらの検査結果に、フッ化物、食生活、歯磨きの状況などの判定項目を加えて、

虫歯になるリスクをグラフで表示したものが「カリオグラム」です。リスクとは言

い換えれば将来の予測です。 

 

世界中で用いられている検査結果分析ソフトであるカリオグラムを用いて、虫歯に

なるリスク判定を行い、患者さまに適した予防プログラムをご提案します。  

 

そもそもなぜ予防が必要なのでしょうか？ 

虫歯になりたくない・歯周病になりたくない

とお考えの方ももちろん大勢いらっしゃいま

す。と同時に、悪くなったら治療すれば大丈

夫とお考えの方もいらっしゃいます。ではな

ぜ、予防が必要なのでしょうか？ 

 

 

予防することのメリットとしてあげられるのは... 

●虫歯・歯周病の原因である細菌除去ができ、虫歯・歯周病になるリスクが減る 

●予防の知識を得ることで、 結果的に家族にも良い習慣ができる 

●治療を行わないので、歯科医院を苦手にならない  

 

それによって、 

●健康な食生活を維持できる 

●体の健康にプラスに働く 

●噛むことで脳に刺激が与えられる  

●長期的に考えると治療より費用が非常に安く

すむ 

とお口の中だけでなく、身体全体の健康にもつながります。 

 

逆に、歯を失ってしまうと、「食事を楽しむことが難しくなる」「固いものを避け

た食事を選び、食べたいものが食べられなくなる」「偏食により生活習慣病（糖尿

病など）のリスクがあがる」「唾液分泌量が減り、満腹感が得られにくくなり、肥

満につながる」といった全身への影響も考えられます。 

 

つまり予防は長期的に考えるほど全身の健康にとって重要なのです。だからこそ継

続しやすい、より良い予防プログラムを行っていきたいと思います。 
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【矯正歯科】「歯並びが気になる」「噛み合わせが悪くて困っている」という方へ 

「歯並びが気になって、笑えない」、「噛み合

わせが悪いので、食事がしにくい」などとい

ったお悩みをお持ちの人には、矯正歯科治療

をオススメしています。 

噛み合わせが悪い場合、見た目が気になるだ

けでなく、歯やあごの骨に負担がかかってし

まい、歯を傷つけてしまうことにもつながりません。 

 

矯正専門医だからできる、矯正歯科治療 

当院は、矯正専門医と提携しており、「矯正専門医だからできる、矯正歯科治療」

を受けることが可能です。一般的に、長い治療期間のかかる歯科矯正ですので、ぜ

ひ信頼できる歯科医院で治療をお受けください。 

 

 

 

 

 

【小児矯正】お子さんの歯並びが気になる方へ 

矯正専門の歯科医師と小児歯科専門の女性歯

科医師が協力しながら、大切なお子さんの歯

科矯正を行わせていただきます。 

 

当院では、定期的な健診の中で、お子さんの

噛み合わせを見させていただくことも可能で

す。矯正が必要な場合には、お子さんの歯やあごの成長を大事にしながら、必要な

タイミングに合わせた矯正治療を行わせていただきます。 

 

大人の歯科矯正に比べますと、お子さんの歯科矯正は治しやすい治療になりますの

で、ぜひお気軽にご相談ください。 
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口元から、美しい印象を作る【審美歯科】 

ヘアスタイルやファッションを気にする人は

多いですが、「歯や口元はそれほど気にしな

い」という方も多いような気がします。しゃ

べっている時や、わらっている時、自分では

気づかないものですが、口元が与える印象は

大きいものです。審美歯科は、虫歯や歯周病

を治す治療ではなく、口元から美しい印象をつくるための治療です。 

 

自分の笑顔に自信を持って、明るく楽しくくらす 

歯の汚れや銀歯が気になって、笑うことをためらってしまうという方もいません

か？審美歯科は「自分の笑顔に自信を持って、明るく楽しくくらす」という意味で

は、単なる美しさをつくるのではなく、美しい生き方を育てる治療ともいえます。 

 

【当院のこだわり】信頼できる人と、信頼できる審美治療を 

歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士のチームワーク 

治すことが目的の治療とは違い、「歯を白くしたい」、「銀歯を目立たなくしたい」

など患者さまのご要望を叶えるためには、まずはお互いにお話ししながら、信頼関

係を築くことが大切だと考えています。 

患者さまのお話を受けて、信頼しあえる歯科

医師・歯科技工士・歯科衛生士のチームワー

クにより、最良の治療をめざします。当院で

は、豊富な技巧実績を誇る上大岡コアデンタ

ルと提携し、色・形が美しいだけでなく天然

歯のような自然美・正常な咬合をつくり出す

機能美を追求します。 

 

５年間の保証もあります 

治療が終わった後も、美しさが一日では達成できないように、継続したメインテナ

ンスが大切です。当院では、メインテナンスを受けていただいている方には、5年

間の保証もありますので、安心して治療をお受けいただけます。 

 

【当院の審美メニュー】オールセラミック・ジルコニア 

●自然な白さを実現 

●強度が高い人工歯 

オールセラミック 

オールセラミックは、その名のとおり、セラミックで

つくられた人工歯です。プラスチックを使った治療に

比べ、天然歯に近い白さと美しさを再現することができます。自然な色合いと高い

強度を持つため、前歯に用いられることが多い治療法です。 
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ジルコニア 

第 3のセラミックと言われるジルコニアは、セラミック

の 3倍の強度と透明感があり、ダイヤモンドほどの硬度

があるといわれています。オールセラミックに比べて、

より自然な白さを再現できるため、より美しい口元をつ

くることが可能です。前歯の治療にも、奥歯の治療にも

使える万能な治療法といえます。 

 

 

つめ物（インレー）一覧 

種類 特徴 

ゴールド 

 

60,000円 

金を含んだ合金でできた材質を使ったものです。 

ポイント：フィット感・保証 5年・美しさ★ 

[長所]  

-- 金合金は身体との親和性が高く、安全性が高いのが特徴です。

金属アレルギー症状を最小限に抑えます。 

-- 柔らかく加工が容易なため、高いフィット感と強い耐久性を得

ることができます。 

-- フィット感が高く封鎖性が高いため、2次虫歯になる可能性が低

くなります。 

[短所]  

-- 美しい金色ですが、派手に目立つともいえます。 

 

セラミック 

 

50,000〜60,000円 

100%セラミックを使ったものです。 

ポイント：美しさ・保証 5年・美しさ★★★★ 

[長所]  

-- 美しく仕上がり、変色がないので美しい白さを維持することが

できます。 

-- 耐久性に優れており、金属アレルギーの心配がありません。 

-- 歯周病や 2次虫歯になるリスクが低くなります。 

-- プラークの付着が起こりにくいです。 

ハイブリッド 

 

30,000〜40,000円 

セラミックにプラスチックを混ぜた材質を使ったものです。 

ポイント：リーズナブル・保証 2年・美しさ★★★ 

[長所]  

-- 自然の歯の色に近いので、会話の最中に奥歯が見えるような場

合でも、気付かれることはありません。 

-- 精度が高いため、2次虫歯になるリスクが低くなります。 

[短所]  

-- プラスチックを含んでいるため、多少の変色があります。 

銀歯 

 

保険適用内 

金約 12％、パラジウム約 20％。銀約 50％、銅約 10％の銀合金です。 

ポイント：保険適用・保証--・美しさ★ 

 [長所]  

-- 保険が適用できるので、経済的な負担が少なくて済みます。 

[短所]   

-- 自然の歯とは全く異なる色をしているため、口元の美しさを求

める方には適していません。金属アレルギーのリスクもあります。 
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かぶせ物（クラウン）一覧 

種類 特徴 

ジルコニア 

 

120,000～140,000円 

ジルコニア（代替ダイアモンド）にセラミック（陶材）を焼き付け

たものです。 

ポイント：最高クラスの美しさ・保証 5年・ 

     耐久性★★★★★・美しさ★★★★★ 

[長所]  

-- 自然の歯の色に限りなく近くなり、大変美しく仕上がります。 

-- プラスチックと異なり水分を吸収しないので、変色がなくいつ

までも美しい白さを維持します。 

-- 耐久性に優れます。また、金属アレルギーの心配がありません。 

-- 高精度かつ汚れが付着しにくいため、歯周病や 2次虫歯になる

リスクが低くなります。 

オールセラミック 

 

100,000～120,000円 

ピュアセラミック（陶材）です。  

ポイント：最高クラスの美しさ・保証 5年・ 

     耐久性★★★★・美しさ★★★★★ 

[長所]  

-- 自然の歯の色に限りなく近くなり、大変美しく仕上がります。 

-- プラスチックと異なり水分を吸収しないので、変色がなくいつ

までも美しい白さを維持します。 

-- 耐久性に優れます。また、金属アレルギーの心配がありません。 

-- 高精度かつ汚れが付着しにくいため、歯周病や 2次虫歯になる

リスクが低くなります。 

 

ゴールド 

 

120,000円 

金を含んだ合金でできた材質を使ったものです。 

ポイント：フィット感・保証 5年・耐久性★★★★★・美しさ-- 

[長所]  

-- 自然の歯の色に限りなく近くなり、大変美しく仕上がります。 

-- プラスチックと異なり水分を吸収しないので、変色がなくいつ

までも美しい白さを維持します。 

-- 耐久性に優れます。また金属アレルギーの心配がありません。 

-- 高精度かつ汚れが付着しにくいため、歯周病や 2次虫歯になる

リスクが低くなります。 

メタルセラミック 

 

90,000〜100,000円 

金属の表面にセラミック（陶材）を焼き付けたものです。 

ポイント：美しさ・保証 3年・耐久性★★★★★・美しさ★★★★ 

[長所]  

-- 自然の歯の色に近いので、会話の最中に歯が見えるような場合

でも、ほとんど気付かれることはありません。口元の美しさを求め

られる方におすすめできる素材です。 

-- ハイブリッドセラミックと異なり、いつまでも美しい白さを維

持することができます。耐久性にも優れます。 

-- 精度が高いため、2次虫歯になる可能性が低くなります。  

-- 細菌がつきにくく清潔で、歯周病になりにくい素材です。 
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ハイブリッド 

 

60,000円 

セラミック（陶材）にプラスチックを混ぜた材質を使ったもので

す。 

ポイント：リーズナブル・保証 3年・ 

耐久性★★★・美しさ★★★ 

[長所]  

-- 自然の歯の色に近いので、会話の最中に奥歯が見えるような

場合でも、ほとんど気付かれることはありません。 

-- 精度が高いため、2次虫歯になるリスクが低くなります。 

[短所]  

-- プラスチックを含んでいるため、多少の変色があります。 
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１回 21,000円。リーズナブルなホワイトニング 

ブラッシングでは落とせない歯の汚れを、薬剤

を用いて白くする治療がホワイトニングです。 

 

当院では、はじめてホワイトニングを受ける方

に向けて、1日でできるオフィスホワイトニン

グを 1回 21,000円でご提供しています。 

家で好きな時間にホワイトニングができるホームホワイトニングもありますので、

「歯を白く、美しくしたい」という方は、お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

コース内容 

種類 コース内容 治療回数/時間 料金 

スタンダード 

ホワイトニング 

1日でできるオフィスホワイトニ

ング。お試しに一回やってみたい

方、以前に一度試されて、もう一

度ホワイトニングをしたい方にオ

ススメ 

1回-約 1時間 20,000円 

3DAY 

ホワイトニング 

2～3週おきに 1回行うオフィスホ

ワイトニング。自分の歯がどこま

で白くなるかを追求してみたい方

にオススメ 

3回-約 1時間 55,000円 

ホーム 

ホワイトニング 

自分のペースで、歯が白くなる経

過を楽しみたい方やオフィスホワ

イトニングをした後、更なる白さ

を維持していきたい方にオススメ 

毎日 2～3時間

程度を 1～2週

間 

上又は下のみ 

15,000円 

上下 

25,000円 

デュアル 

ホワイトニング 

スタンダードホワイトニング又は

3Dayホワイトニングとホームホワ

イトニングを合わせたコース。確

実に白くしたい方にオススメ 

約 1ヶ月 スタンダード＋

上下ホーム 

45,000円 

3Day＋上下ホー

ム 

45,000円 

ウォーキング 

ブリーチ 

過去に神経をとった変色した歯の

ホワイトニング 

約 1〜2ヶ月 35,000円 
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ホワイトニングの流れ 

オフィスホワイトニング 

●1.カウンセリング 

●2.歯のクリーニング 

●3.歯の色の測定と記録 

 

 

●4.歯ぐきの保護 

●5.ホワイトニング剤の塗布 

 

 

●6.写真撮影 

 

ホワイトニング完了後の歯の色の診断を行い、写真を撮ります。 

 

 

ホームホワイトニング 

●1.カウンセリング 

●2.歯のクリーニング 

●3.歯の色の測定と記録 

 

 

●4.歯の型取り 

●5.マウスピースのお渡し、ホワイトニング剤お渡し 

 

 

●6.写真撮影 

 

ホワイトニング完了後の歯の色の診断を行い、写真を撮ります。 

 

 

 

 



 

Copyright(C) 2013 新江古田こばやし歯科クリニック.All Rights Reserved. 

ホワイトニングの種類と内容のご紹介 

スタンダート 

＜コース内容＞ 

1日で出来るオフィスホワイトニングです。お試しに一度やってみたい方、以前に

一度試されてもう一度行いたい方にお勧めです。 

＜治療回数＞ 

1回（約 1時間） 

 

 

3Days 

＜コース内容＞ 

2〜3週おきに計 3回行うホワイトニングです。自分の歯がどこまで白くなるのか追

求したい方、白くした歯を長持ちさせたい方にお勧めです。 

＜治療回数＞ 

2～3週おきに 3回（約 1時間） 

 

ホーム 

＜コース内容＞ 

自分のペースでホワイトニングをしたい方。マウスピースを使用してご自宅で行っ

ていただきます。オフィスホワイトニング後のメインテナンスとして、白さを維持

したい方にお勧めです。 

＜治療回数＞ 

毎日 2時間装着 

 

 

デュアル 

＜コース内容＞ 

3Dayコースとホームホワイトニングを合わせたコースです。 

通常のホワイトニングでは白くなりにくい、『テトラサイクリン着色歯』の方や、

確実に白くしたい方にお勧めです。 
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ウォーキング 

＜コース内容＞ 

過去に神経をとった変色した歯のホワイトニングです。 

 

●ケース 1 

 

 

●ケース 2 
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はじめまして。新江古田こばやし歯科クリニック院長の小林良です。 

 

新江古田で開業して思うこと。それは、歯科

医師になるまでも、歯科医師になってからも、

開業してからも、多くの人に支えられて、生

きているのだなということです。結婚して、

こどもが生まれて、家族が増えて。プライベ

ートでもつよく感じています。 

 

だからこそ、ただ患者さまの虫歯や歯周病を治して終わり。という治療はしたくな

いと思っています。たくさんの歯科医院の中から、新江古田こばやし歯科クリニッ

クを選んでいただき、私たちの治療を受けてくださる出会いに感謝させていただく

からこそ、お口のことで悩んでほしくないのです。 

 

そのためには、患者さまの健康や将来を見据えて、効率的な予防や治療を考え続け

ることが重要だと考えています。ひとりひとりの患者さまと向き合って、正確な診

断をし、わかりやすくご説明させていただくこと。そして、質の高い治療を行うこ

とをめざして。 

私たち家族も暮らす新江古田の皆さんの、お役にたてる歯科医院であるために。今

日も誠意をこめて、治療に取り組みたいと思います。 

 

職場が変わっても、10年以上通ってくださる方もいます 

他の歯科医院に勤務していたころ、ある患者

さまと出会いました。上顎が大きな部分入れ

歯、下顎が総義歯の患者さまでしたが、左側

全身に震えがあるため治療が難しく、痛みが

取れたと思ってもすぐにぶり返す。そんな繰

り返しでした。 

 

「このまま入れ歯治療を継続しても、根本的な解決にはならない。強固で、確実な、

体調に左右されない固定源を得なければ」と考え、ご相談させていただき、インプ

ラントを併用した入れ歯による治療をしたところ、入れ歯の悩みがようやく解決し

ました。苦痛と苦労が大きかった分、喜びも大きかった姿が非常に印象的でした。

もちろん、歯科医師である私にとっても。出会ってから 10年以上、私の職場が変

わった今でも、ご夫婦でメインテナンスに来てくださっています。 

 

この方との出会いが、「ただ治すのではなく、患者さまの環境や将来を見据えた治

療をしよう」と考えたきっかけだったように思います。 
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「患者さまに信頼していただける」それが、自分の強みかも知れません 

「私は日本一の歯科医師です。」と、胸を張れ

るわけではありません。もちろん、患者さまの

ご要望にお応えできる治療をする自信はあり

ますが。「私が歯科医師だから、患者さまの病

気を治してあげる」という姿勢ではなく、患者

さまと協力しながら、健康な歯を守っていきた

いと思っています。 

 

患者さまとお話しながら、症状や体調だけでなく、ライフスタイルやお人柄に合う

治療をご提案させていただく。自分にとってではなく、患者さまにとってベストな

選択肢を選んでいただくことこそが、なによりも重要だと考えています。患者さま

のために、時にははっきりと意見をいうこともありますが。 

 

お互いに信頼しあえる関係の中でこそ、最良の治療を行えると信じています。ぜひ、

歯医者だからと気になさらずに、皆さんのお言葉でなんでもお話していただけると

嬉しいです。 

 

 

院長プロフィール 

新江古田こばやし歯科クリニック  

予防インプラントセンター 院長/小林良 

 

【経歴】 

日本大学歯学部卒業      

東京医科歯科大学歯周病科専攻    

東京プロインプラント勤務 

東京都中央区歯科医院 勤務院長 

千葉県船橋市歯科医院 勤務院長 

現在 新江古田こばやし歯科クリニック 予防インプラントセンター 院長 

 

【学会】 

国際インプラント学会 認定医（International Congress of Implantologist） 

日本歯科先端技術研究所 認定医  

日本口腔インプラント学会 認証医 

日本顎咬合学会 かみあわせ認定医 

日本歯周病学会 会員 

日本歯科医師会 

東京都歯科医師会 

中野区歯科医師会 
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【受付】 

 

ご予約の相談はもちろん、治

療中の疑問・質問なども承っ

ております。どうぞお気軽に

お尋ねください。また、隣に

は歯ブラシなどのデンタル

グッズを販売しております

ので、虫歯予防に役立ててく

ださい。 

【待合室】 

 

リラックスしながら診療をお

待ちいただけるように、広め

のソファをご用意しました。 

 

 

 

 

 

 

【キッズルーム】 

 

当院には、キッズルームがあ

ります。治療前・治療後にお

子さんが遊ぶことでリラッ

クスできる空間です。お母さ

んの治療の時にも、お子さん

が遊んで待っていることが

できます。 

 

【診療室】 

 

プライバシーに配慮した半

個室の診療室です。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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【カウンセリングルーム】 

 

診療前、時間がなくて家でブ

ラッシングできなかった、と

いう方も大丈夫。当院ではブ

ラッシングスペースを完備

しています。どうぞ、診療前

にご利用ください。 

 

 

【ブラッシングスペース】 

 

診療前、時間がなくて家でブ

ラッシングできなかった、と

いう方も大丈夫。当院ではブ

ラッシングスペースを完備し

ています。どうぞ、診療前に

ご利用ください。また、治療

後のお化粧直しにもぜひお使

いください。 

 

 

 

【デジタルレントゲン】 

 

胸のレントゲンなどを撮る

のに比べ、歯は面積が小さい

ので被爆量はほとんどあり

ません。加えて、デジタルレ

ントゲンを使用することに

よって、その被爆量をさらに

約 1/5程度にまで削減するこ

とができます。 

【感染対策】 

 

当院ではコップやエプロンまで、全てディスポーサブ

ル(使い捨て)を徹底しています。使用するミラーやピ

ンセットは、滅菌パックに入れて、患者さまの前で開

封いたします。また、高圧蒸気滅菌器などの各種滅菌

機器を取り揃えています。 

 

小さなお子さんも安心して治療を受けて頂けます。 
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【住所】〒165-0023 

東京都中野区江原町 2-31-7 1F 

 

【電話番号】03-6914-4188 

 

 

 

【診療時間】 

診療時間 月 火 水 木 金 土 

9：00～13：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

15：00～20：00 
○ ○ ○ 

18:00 

まで 
○ 

14:30～

18:00 

休診日：日曜・祝日 

 

 

 

 

 

【アクセス】 

・都営大江戸線新江古田駅 A2出口出て、向かいにあるドラッグストアぱぱすの 

右側です 

・西武池袋線 江古田駅 徒歩 7分 

・JR中野駅 北口よりバスで約 20分 

  -関東バス 中 41・中 43 江古田駅行 江原町 2丁目 バス停下車 

  -関東バス 中 12 江古田駅行 新江古田駅 バス停下車 

・西武池袋線・都営大江戸線 練馬駅 徒歩 12分 

・都営大江戸線 桜台駅 徒歩 10分 

 

 


