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はじめに 

 

こんにちは。束本⻭科医院、院⻑の渡部

浩太です。みなさんは⾍⻭や⻭周病の治

療の跡が気になったことはありません

か？傷が残ってしまったり、銀⻭などが

目⽴ってしまったり…。せっかく痛みが

なくなっても⾒た目が悪くなってしまうのでは、完全な治療とはいえません。 

 

当院では、「良い治療＝治療の跡がわからない」という治療を目指し、こだわって

います。⻭の機能の回復はもちろん、⾒た目の美しさまでを視野に⼊れた治療を⾏

うことを目指してまいります。 

 

また、痛みの少ない治療、目⽴たない⼊れ⻭、取り外しができる矯正治療など、み

なさんのお悩みに合わせた様々な治療をおこなっています。 

 

この⼩冊⼦では、こうした当院の治療⽅針や診療内容についてご説明しています。

みなさんに少しでも当院について知っていただき、医院選びの参考になれば幸いで

す。 
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⾍⻭治療 

 

⾍⻭は初期段階で発⾒することができ

れば、フッ素⼊りの⻭磨き粉によるブラ

ッシング等で改善することができます。

⾍⻭を放置していると、⻭が溶かされて

しまい、削らなくてはならなくなるのです。 

 

当院では、細い注射針を使い、⿇酔に⼯夫をすることで、可能な限り無痛治療を⼼

がけております。⾍⻭治療がキライという⽅こそ、できるだけ早めに当院へお越し

ください。 

 

 

【当院の無痛治療の特徴 1】適切な⿇酔の使⽤ 

●⿇酔注射の痛みを減らす【表面⿇酔】 

「⻭医者での⿇酔注射がニガテ」という⽅には、注射の痛みを和らげる表⾯⿇酔を

おすすめしております。まず⻭ぐきに⿇酔薬を塗り、⽪膚や粘膜の知覚を⿇痺させ

ることにより、⿇酔注射をする際の痛みを減らせるのが表⾯⿇酔です。 

 

●細い注射針を使⽤ 

当院では、極細針（33 ゲージ※0.2mm）を使⽤し、表⾯⿇酔と合わせて針を刺す

ときの痛みを軽減いたします。 

 

●治療中・治療後の負担も考慮し、⿇酔の量を調節 

通常、⿇酔は 1〜2 時間程効果が持続するため、話したり食事をしたりするときに

不便です。当院では、患者さんの症状に応じて、⿇酔を最低限の量だけ使⽤します。 
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【当院の無痛治療の特徴 2】できるだけ抜かない・削らない治療 

●悪い患部をピンポイントで削ります 

「できる限り⻭を抜きたくない」「必要

以上に⻭を削ってほしくない」というの

は、⾍⻭治療を受ける⽅にとって、共通

の思いではないでしょうか。 

 

当院では、患者さんの想いに応えるために、できる限り⻭を残す治療を⼼がけてい

ます。拡⼤鏡を⽤いて、⻭の非常に細かい部分の状態を把握することで、⾍⻭菌に

感染した部分だけを取り除き、⻭を削る量を最⼩限にとどめることができます。 

 

 

 

●治療を最⼩限に抑えるため"⿇酔が必要ない"ケースも 

拡⼤鏡を⽤いて、削る場所を必要最低限に抑えることにより、痛みを感じるところ

まで削る必要もなくなるため、⿇酔が不要なケースもあります。 

 

●「不安からくる痛み」を解消するために 

⾃分では⾒えにくい⼝の中だからこそ、⾍⻭治療に不安を感じる⽅もいらっしゃる

かと思います。当院では、患者さんにリラックスしていただけるように、声をおか

けしたり、鏡で治療する場所を実際に確認していただけるようにしています。不安

や痛みがある場合は、ガマンなさらずに、お気軽にお話しください。 



 

Copyright(C) 2013 束本歯科医院.All Rights Reserved. 

丁寧なカウンセリング 

 

当院のカウンセリングで⼤切にしてい

ることは、患者さんが話しやすい環境

づくりと、様々な治療の選択肢をご提

案させていただくことです。 

 

⻭科治療に詳しくない⽅にも、治療のメリット・デメリットをわかりやすくご説明

いたします。例えば、⾍⻭治療の詰め物や審美⻭科治療の被せ物の素材をはじめ、

ホワイトニングや⼊れ⻭の種類など、たくさんの選択肢をご⽤意しています。治療

の選択権は、患者さんにあります。予算やご希望に合わせて最適な治療をお選びく

ださい。 

 

資料をご⾃宅に持ち帰って、じっくりお考えください 

痛みがガマンできない、放っておくと悪化してしまう、といった症状でない場合、

診察・カウンセリングの際に、急いで治療法を決めていただく必要はありません。

当院では、お持ち帰り⽤の資料（治療に使う素材、料⾦、メリット・デメリットな

どがわかるもの）を多数ご⽤意しておりますので、無理にその場で決めず、ご⾃宅

でゆっくり考えていただくことができます。 

 

治療の流れ 

1.初診 

2.審査・診察 

3.応急処置 

4.治療 

5.メインテナンス
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⼩児⻭科 

 

当院では、無理にお⼦さんを押さえ付け

て、⾍⻭治療をするようなことはありま

せん。お⼦さんの治療は、まず練習から

スタート。お⼦さんのペースに合わせて、

ゆっくり、少しずつ⻭科医院に慣れてもらい、適応⼒を⾒ながら治療を進めていき

ます。 

 

また、当院では、治療室の椅⼦に座ったり、静かにガマンできたときなど、⼀つひ

とつのことに対して、お⼦さんをしっかり褒めて⾃信をつけ、⾃主性を育てる治療

を⾏わせていただきます。ただ⼀⽅的に治療をするよりも、お⼦さんとコミュニケ

ーションを取りながら治療を⾏うことが、当院の⼩児⻭科の治療⽅針です。 

当院の⼩児⻭科メニュー 

●⻭を強くする【フッ素塗布】 

⻭をきれいに磨いた後にフッ素を塗ることで、⻭質を強化することができます。 

フッ素には⻭の再⽯灰化を促し、⾍⻭を進⾏させにくくする効果があるのです。 

 

●ブラッシング指導 

お⼦さんの⼤切な⻭を守るために、当院ではブラッシング指導を⾏っております。

磨き残しのチェックを⾏い、上⼿な⻭ブラシの動かし⽅を教えさせていただきます。

お⼦さんの⻭が⽣え始めた頃が、⻭みがきの始め時です。 
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予防⻭科 

 

現在では、「⾍⻭になったから、⻭医者

へ治療に⾏く」のではなく、「⾍⻭や⻭

周病を予防するために⻭医者へ⾏こう」

という人が増えてきています。 

 

健康なうちから⼝内のメインテナンスをすることで、⼤切な⻭を⾍⻭や⻭周病から

守るのが「予防⻭科」なのです。 

 

当院の予防⻭科メニュー 

●専門スタッフによる⻭のクリーニング PMTC 

⻭科衛⽣⼠が専⽤の器具を使⽤して⾏う⻭のクリーニングが、PMTC（professional  

mechanical tooth cleaning）です。通常のブラッシングでは落としにくい⻭の表

⾯の細菌膜（バイオフィルム）や、⻭と⻭の間の汚れを取り除くことが可能です。

⾍⻭・⻭周病を予防できるだけでなく、⼝内もリフレッシュできるのが特徴です。 

 

●⻭⽯を取り除くスケーリング 

⻭⾁や⻭周ポケットにできた⻭⽯を除去する治療が、スケーリングです。スケーリ

ングの施術では、キュレットと呼ばれる専⽤器具や超音波スケーラーなどを使⽤し

て⻭⽯を取り除いていきます。初期の⻭周病治療にも有効です。 

 

●ブラッシング指導 

患者さん⼀人ひとりの⻭並びが違うように、人それぞれ正しいブラッシング法は違

うものです。当院では、お⼝の状態や⻭並びに合わせて、効果的なブラッシング法

をお教えいたします。 
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⻭周病治療 

 

日本人の成人の 8 割ほどが感染してい

るといわれる⻭周病。「わたしは⼤丈夫」

と思っていても、実は、気づかないうち

に進⾏しているのが⻭周病の怖いとこ

ろです。 

 

初期の段階では⾃覚症状がほとんどなく、腫れや出血などの症状が現れたときには、

かなり進⾏しています。そのため、早期発⾒・早期治療が重要となるです。 

 

【⻭周病の原因】⻭周病菌が引き起こす感染症 

⻭周病の原因は、⻭と⻭ぐきの間にできた⻭周ポケットの⻭周病菌です。⾍⻭菌と

同じように、食べカスなどを栄養に⻭周病菌が増殖して⻭⾁に炎症が起き、広がっ

ていくことで⻭ぐきや⻭を⽀える骨を溶かしてしまいます。 

 

そのまま放置してしまうと、⻭が抜けてしまうリスクが⾼まりますので、⻭周病か

な？と思われたら、すぐにでも⻭科医院で診察を受けるようにしてください。 

 

全⾝疾患との深い関わりがある⻭周病 

最近の研究によると、⻭周病は全⾝疾患にも深い関連がある病気と⾔われています。

⻭周病を防ぐことは、全⾝の健康を守ることにもつながるのです。 

 

●⻭周病と関連のある全⾝疾患 

・糖尿病 ・肥満 ・脳卒中 ・早産/低体重児出産  

・誤嚥(ごえん)性肺炎 ・骨粗しょう症
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審美⻭科 

 

審美⻭科とは、⻭を⽩くしたり、⻭並び

を良くすることで、⾒た目の美しさを⽣

み出す治療法です。⻭並びや噛み合わせ

を整えることで、⼝だけでなく全⾝の健

康にもつながります。 

 

【当院の審美⻭科の特徴 1】良い治療を良⼼的な価格で 

当院では治療に⼊る前に、患者さんとゆっくり話せるよう、カウセリングの時間を

⼤切にしております。患者さんのご要望をお聞きし、⻭質や体調、ご予算等に合わ

せていくつかの治療法をご提案させていただきます。 

 

「良い治療を良⼼的な価格で受けていただくこと」。それこそが、当院の審美治療

の治療⽅針です。 

 

【当院の審美⻭科の特徴 2】豊富な種類の材料 

同じ治療でも、材料の質によって成果や予算は変わってくるものです。そのため、

当院では、様々な種類の材料をご⽤意しております。例えば、⾍⻭の治療部位に詰

めるレジンという⽩いプラスチックも、通常の 3 倍近くの色の種類を揃えています。 

 

⾒た目を重視するのか、機能を重視するのか、それとも両⽅なのか。予算の上限は

どのくらいかという条件に合わせて、いくつかの材料をご提案させていただきます。

豊富な選択肢の中から、患者さん⾃⾝にとって最適な治療をお選びいただけること

が、当院の審美⻭科治療の特徴です。 
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【当院の審美⻭科の特徴 3】⻭の⾊を数値で測れる 

当院では、クリスタルアイという⻭の⽩

さを数値で表す機械を導⼊しています。 

⻭の色は同じ⽩色に⾒えても、実は指紋

のようにムラや模様があるものです。 

 

天然の⻭と調和する詰め物・被せ物を作るためには、⻭の模様も再現する必要があ

るのです。クリスタルアイを⽤いることで、部分的な色の濃さもすべて数値化して

客観的に知ることができるので、⻭の模様も正確に再現することが可能です。 

 

【当院の審美⻭科の特徴 4】隙間なくぴったり合う詰め物・被せ物づくりの秘訣 

●型取りを⼆重に⾏うことで、⻭ぐきのラインまで正確に型取り可能 

⾃費治療の場合、型取りは⼆重印象（シリコンでの型取り・寒天での型取り）で取

らせていただきます。メインの型取りと予備の型取りを⼆重に⾏うことで⻭ぐきの

ラインまで、より確実な型取りを⾏うことが可能です。 

 

正確な型取りにより、隙間なくぴったり合う詰め物・被せ物をつくることができま

す。ぴったり合うことで⾍⻭なども防ぐことができることも、当院の審美⻭科治療

の強みです。 

 

●セットする際のセメントにもこだわりを 

当院では、⻭に詰め物を接着させるセメントにもこだわりがあります。エステティ

ックセメントと呼ばれるものを色違いで 5 種類揃え、⼟台が⾦属なのか、⽩いもの

か、天然⻭なのか、ハイブリッドなのかによって、⼝内になじみやすい色のセメン

トを⽤いて治療を⾏います。そうすることで、より⾃然な審美⻭科治療を⾏うこと

ができるのです。
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ホワイトニング 

 

⻭を削らずに、⻭を⽩く、美しくできるのが

ホワイトニングです。ただ⽩くするだけでな

く、治療の回数などにより、患者さんの好き

な⻭の⽩さをつくることができます。 

 

ホワイトニングの種類 

●ホームホワイトニング 

⻭科医院で⻭科医から指導を受け、ご⾃宅で患者さんが⾏うホワイトニングです。

まず、患者さんの⻭並びにフィットしたマウストレーを作成します。ご⾃宅で、お

好きな時間に、マウストレーへ低濃度のホワイトニング剤を注⼊して装着してくだ

さい。時間や場所を選ばず、⼿軽にできるのが特徴です。 

●オフィスホワイトニング 

⻭科医院にて⾏うホワイトニングです。短期間で⻭を⽩くすることができますので、

早く⻭を⽩くしたい⽅に向いている治療法です。 

 

当院が導⼊しているビヨンドシステムは、日本で No.1 の導⼊実績をもつホワイト

ニングシステムです。強い発熱のない安全な光を使⽤するため、⻭を痛めずに安全

に⽩く美しい⻭にすることが可能です。 

 

●デュアルホワイトニング 

短期間で⻭を⽩くできるオフィスホワイトニングのメリットと、効果が⻑持ちする

ホームホワイトニングのメリットを合わせた治療法が「デュアルホワイトニング」

です。オフィスホワイトニングで⻭を⽩くした後に、ご⾃宅でホームホワイトニン

グをしていただくことで、⻑期間、⻭を⽩く保つことができます。 
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【当院のホワイトニングの特徴 1】治療後の⽩さを事前にシミュレーション 

当院のホワイトニングでは、患者さんの

写真を合成して、術前・術後のシミュレ

ーションをすることができます。実際に

合成写真を⾒ていただきながら、どのく

らいの⽩さまでホワイトニングするか

を 

決めていきましょう。 

 

【当院のホワイトニングの特徴 2】⻭の⽩さが数値でわかる 

先ほどもお話したように、当院では、⻭の⽩さを数値で表す「クリスタルアイ」と

いう機械を導⼊しています。⾁眼ではハッキリわかりにくい⻭の⽩さを数値的に⾒

ることもできるので、⽩くしすぎたりすることが防げます。また、⽩さの感じ⽅が、

主観や照明の明るさなどに左右されないため、⾃然な⽩さを実現できます。 

【当院のホワイトニングの特徴 3】スタッフはホワイトニングコーディネーター 

当院では、ホワイトニングコーディネーターの資格を持った⻭科衛⽣⼠がホワイト

ニングの施術を⾏います。 

 

ホワイトニングコーディネーターは、日本⻭科審美学会が認定する⻭科衛⽣⼠のた

めの資格で、ホワイトニングの正しい知識を伝えて、日本におけるホワイトニング

の普及を目的に制定されました。認定試験を⾏い、ホワイトニングを⾏うための基

礎知識をしっかりと有している⻭科衛⽣⼠に与えられます。
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⼊れ⻭治療 

 

⼊れ⻭にも、保険適応のものから、よりご要望

を満たせる⾃費治療のものまで、様々な選択肢

があります。 

 

⼊れ⻭の噛み⼼地を優先するのか、⾒た目の美しさを優先するのか。できるだけ費

⽤をかけずに⼊れ⻭を作ることを優先するのか。当院では患者さんの⼝内環境やラ

イフスタイルに合わせて、最適な⼊れ⻭をご提案させていただきます。 

 

【よく噛める⼊れ⻭づくりの秘訣】信頼できる技⼯所との連携 

⻑年付き合いのある、信頼できる⻭科技⼯所に⼊れ⻭製作を依頼します。技術⼒も

⾼く、県下でも 10 位以内、松山市では間違いなく 5 本の指に⼊るレベルの技⼯所

です。 

要望をしっかり伝え、意思疎通をはかりながら、品質の⾼い⼊れ⻭を作らせていた

だきます。 

 

はじめての⽅は、まずは保険適応の⼊れ⻭をお試しください 

はじめて⼊れ⻭を作られる⽅や、⼊れ⻭に慣れていない⽅には、保険義⻭をおすす

めします。まず費⽤の安い保険義⻭で⼊れ⻭に慣れていただき、不満などがある場

合には、使⽤体験を踏まえて、⾃費の⼊れ⻭を作るほうがより良い⼊れ⻭をつくる

ことができるからです。 

 

ただお⾦をかければ、ぴったり合う⼊れ⻭が作れるわけではありません。まずはお

⼝の中の環境を整えて、健康な⻭を守り、⻭ぐきなどの状態を健康にすることが重

要なのです。
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マウスピース矯正 

 

矯正⻭科治療は、矯正装置を⽤いて⻭の

凹凸を改善し、きれいに整った⻭並びと

正しい噛み合わせに導くことができま

す。「⾦属の矯正装置は⾒た目が気にな

る」という⽅におすすめしたいのが、マ

ウスピース矯正です。 

 

マウスピース矯正の特徴 

1. ワイヤーを使⽤しないので⾒た目が気にならない 

透明なマウスピース型の矯正装置ですので、⾒た目も気にならず、実⽣活への影響

もほとんど⼼配ありません。気軽に矯正治療が⾏えます。 

2. 大した手間もなく、費⽤が比較的安価 

⾒えない矯正は、患者さんの⼝腔状況にもよりますが、平均的な「アソアライナー

（マウスピース）」の使⽤個数が 5 個くらいとなっており、その「アソアライナー」

を⼊れ替えていくだけで矯正治療が⾏えます。 

 

「アソアライナー」を 2〜3 週間程で新しいものに交換し、徐々に⻭を動かしてい

き、平均 3 ヶ⽉程度で治療を終えることができます。また、通常 80 万円以上かか

る⻭科矯正治療に⽐べると、リーズナブルな価格で治療を受けることができます。 

 

3. 取り外しができて衛生的 

マウスピース型の「アソアライナー」は、取り外しが可能ですので、食事やブラッ

シングも従来通り⾏えます。また、「アソアライナー」は洗浄ができるので衛⽣⾯

からもおすすめできます。



 

Copyright(C) 2013 束本歯科医院.All Rights Reserved. 

⻭ぎしり・睡眠時無呼吸症候群 

 

⻭ぎしり 

多くの場合、⻭ぎしりは「⼼因性、ストレス性」が原因です。日常⽣活の不安やス

トレスなど、⼼理的な要因に対して、無意識に⻭ぎしり、食いしばりをすることに

よってストレスを発散させていると⾔えます。 

 

誰もが多かれ少なかれ⻭ぎしりをするものですが、毎晩のように⻭ぎしりや強い食

いしばりをしてしまうと、眠りが浅くなる原因になったり、⻭や顎関節にダメージ

を与える原因になってしまいます。 

 

⻭が摩耗して、知覚過敏になったり、⻭周病が悪化してしまったり、時には⻭が割

れてしまうというケースもみられます。 

●⻭ぎしりの治療法 

⼀般的な⻭ぎしりの治療法としては

「マウスピース(スリープスプリント)」

があげられます。夜寝る際に、マウス

ピースを装着することで、⻭ぎしりに

よって⻭にかかる負担を減らすことが

可能です。 

 

⻭ぎしりの原因はストレスであることが多いので、マウスピースだけでは根本的な

治療にはならない⾯もあります。毎日の⽣活の中で、ストレスを軽減させていくこ

とが重要なのです。 

 

 



 

Copyright(C) 2013 束本歯科医院.All Rights Reserved. 

 

睡眠時無呼吸症候群 

睡眠時無呼吸症候群（SAS：Sleep Apnea Syndrome）とは、睡眠中に呼吸が止

まってしまう状態（無呼吸）が繰り返される病気です。 

 

無呼吸症候群は、 

・⼀回（7 時間）の睡眠中に、30 回以上、無呼吸の状態が 10 秒以上⾒られる症状 

・睡眠 1 時間の中で、無呼吸数や低呼吸数が 5 回以上現れる症状 

と定義されています。 

 

睡眠時無呼吸症候群（SAS：Sleep 

Apnea Syndrome）の原因は、喉の上

気道の空気の通り道が狭くなることで

起こるいびきと似ていると⾔えます。 

喉の上気道が狭くなってしまう要因としては、次のようなものもあげられます。 

・のどの閉塞 

・扁桃肥⼤ 

・首部分の脂肪の増加 

・⾆の付け根や軟⼝蓋（⿐と喉の境の部分）の気道への落ち込み 

・あごが⼩さい人、あごの後退が⾒られる人 

・⿐の構造的な問題（⿐すじの彎曲、⿐が低い） 

 

●当院の睡眠時無呼吸症候群の治療法 

睡眠時無呼吸症候群で悩む⽅のために、当院では「マウスピース（スリープスプリ

ント）」による治療を⾏っております。患者さんの症状に合わせて、最適な治療法

を提案させていただきますので、市販のいびき対策商品に⽐べて、効果の⾼い治療
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を⾏うことが可能です。
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スポーツマウスピース 

 

⼝や⻭への衝撃を和らげる効果のあるマウスピースには、脳震とうなどの発⽣率や

重篤度を低減させる効果があると⾔われています。 

 

スポーツをする際につけるのがスポーツマウスピース（マウスガード）です。アメ

リカンフットボール、⾼校ラグビー、

ボクシング、キックボクシングなどで

は使⽤が義務付けられており、アイス

ホッケー、フィールドホッケー、ラク

ロスなどの接触のあるスポーツでも⽤いられています。 

 

また、スポーツマウスピース（マウスガード）を噛みしめることにより集中⼒が⾼

まり、強い瞬発⼒を⽣み出すことも期待できます。多くのプロスポーツ選⼿が、ス

ポーツマウスピースを使⽤していることも、その効果の証明とも⾔えるでしょう。 

 

当院のスポーツマウスピースの特徴 

当院では、患者さんのあごや⻭並びを考慮してスポーツマウスピース（マウスガー

ド）製作をさせていただきます。⼀つひとつ患者さんに合わせたオーダーメイドで

すので、⼝にピッタリ合うマウスピースを作ることができます。 

 

通常は⻭型をとり、技⼯所に送ってスポーツマウスピースを作りますが、当院では

すべての⼯程を院内で⾏っています。そのため、融通がききやすく、患者さんの希

望（使⽤感、厚み、色など）をお聞きしながら製作を進めることができるのです。 
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院内ツアー 

 

受付 

地域の皆様の健康を守り育てる医療を目指すスタッフがお待ちしております。ご不

明な点などありましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。また、束本⻭科がおす

すめするデンタルグッズ販売中です。 

 

 

 

 

待合室 

常時滅菌器でスリッパを滅菌しておりますので、毎回清潔なスリッパをご利⽤いた

だけます。待合室では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。また、おいしい⽔をご⽤意しておりますので、診療前や、

付き添いの⽅もぜひご利⽤ください。 

 

 

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
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ニターを設置。患者さん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。 

 

 

診療ユニット 

こちらは主に審美⻭科・ホワイトニング・矯正⻭科をメインとした治療を⾏なうユ

ニットです。各種最新機器を備え付けており、患者さんの⻭の健康と美しさを保て

るよう⼼がけております。 

 

 

パウダーコーナー 

洗⼝剤(リステリン)紙コップをご⽤意しております。受診前にお⼝のお⼿⼊れがで

きなかった⽅、お⼝の汚れが気になる⽅はぜひご利⽤ください。診療後のお化粧直

しにもご利⽤いただけます。 
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デジタルレントゲン 

従来のレントゲンと⽐べ、画質も美しく⻑さも測れて便利です。安全⾯でも、被曝

線量が通常のレントゲンの 10 分の 1 ぐらいですので患者さんの体にも安⼼です。 

また、現像をする必要がないため、ゴミも出ず環境にもやさしくなっています。 

 

 

感染対策 

昨今、病院などでの院内感染が問題となっています。残念ながら日本は、ヨーロッ

パなどの欧⽶圏に⽐べ感染への意識がまだまだ低いのが現状です。 

 

当院では⼿袋やコップ、エプロンまで、可能な限りディスポーサブル(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、患者さん

の前で開封いたします。また、オートクレーブ(⾼圧蒸気滅菌器)などの各種滅菌器

を使⽤し、院内感染を防ぐために細菌を完全に取り除きます。 

 

 



 

Copyright(C) 2013 束本歯科医院.All Rights Reserved. 

おわりに 

 

いかがでしたか？当院について少しお

わかりいただけたでしょうか？ 

 

「私が治療を受ける⽴場だったら、どう

されたいか」「家族の⻭を治療するとしたら、どうするか」を考えることが⻭科治

療の根本だと思っています。 

 

ですが、⾍⻭や⻭周病は、⼀度治療をしたとしても、普段のブラッシングなどのメ

インテナンスを怠れば、また再発してしまうものです。審美⻭科治療や矯正治療な

ども、私が⼀⽅的に治療をするのではなく、患者さんと⼆人三脚でやっていかなけ

れば治療はうまくいきません。 

だからこそ、ご⾃分のお⼝の健康に関⼼を持っていただき、⼀度治した⻭は定期的

に予防⻭科の専門的なメインテナンスなども活⽤していただきながら、⼤切な⻭を

守っていけるように、患者さんのパートナーでありたいですね。 

 

また、はじめにもお話したように、当院の治療でこだわっているのは、「良い治療

＝治療の跡がわからない」という点です。せっかく⾍⻭や⻭周病などが治ったとし

ても、傷が残ってしまったり、銀⻭などで⾒た目が悪くなってしまうのでは、完全

な治療とはいえません。 

 

⻭の機能の回復はもちろん、⾒た目の美しさまでを視野に⼊れた治療を⾏うことを

目指してまいります。お⼝のことでお悩みの⽅はぜひ⼀度ご相談ください。 
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束本⻭科医院 院⻑ 渡部浩太 

 

【略歴】 

神奈川県⻭科⼤学卒業時 補綴賞をとる 

卒後、岐⾩にあるファミリー⻭科にて 1 年勤務 

束本⻭科にて 5 年の勤務後、平成 13 年に開業 

2009 年まで愛媛県⽴⻭科医療専門学校の講師をする 

学校の廃校と共に、河原学園の衛⽣⼠科の講師を勤める 

 

【資格等】 

糖尿病認定医 

床矯正学会登録医 

福音⼩学校校医 

JPDA（有床義⻭学会）会員 

 

 

束本⻭科医院 

【住所】〒790-0962 

愛媛県松山市枝松 5-1-22 

【電話番号】089-941-5555 

【診察時間】 

午前 9：00〜12：00 

午後 14：00〜19：00（⽔・⼟は 14：00〜17：00） 

休診日：日曜・祝日 

【アクセス】 

●伊予鉄バス ７６・７７川内線「枝松」徒歩３分です 

●駐⾞場完備 

 


