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  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を
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  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは
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美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

TVCMはウソです！
（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー
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あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。
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＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。
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ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい
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初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-



年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-
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  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-



年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-
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  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日
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インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-



年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-
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  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①
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インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-
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  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①
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インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-



年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-
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  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-



年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-
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  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①
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インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-



年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

TVCMはウソです！
（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

19,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

（2 年保証）14,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織にします。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 24ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら数年間は自然の歯と同じように安心して使えます
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から24ヶ月後までの間です。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの100年耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2015-6)-
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

TVCMはウソです！
（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

19,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

（2 年保証）14,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織にします。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 24ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら数年間は自然の歯と同じように安心して使えます
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から24ヶ月後までの間です。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの100年耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2015-6)-
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  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-



年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-
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  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !

-(2014-2)-



年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①

年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !
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年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①
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インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !
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年　　　月　　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

  このたびはホワイトファミリーにお問い合わせ、頂きありがとうございます。

white-family あさお でご覧ください。検 索

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

①

  ご予約は　044-966-0800
お問い合せ・ご質問は　info@white-family.or.jp

インターネットのホームページは

①
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

インターネットのホームページは

でご覧ください。検 索white-family あさお

世界で最も先進的な歯科予防プログラムです。
これまでとは違った歯科トリートメントを実現する

癒しのクリニック
それがホワイトファミリーです。

美と健康・安全を

口腔や咽頭には歯周病菌をはじめ 300 種以上、数百億個以上の細菌がいます。

口腔や咽頭に潜む細菌は、気道粘膜や肺、大腸、血管・リンパ管を通って内臓内で増殖し、全身に影響を及ぼします。

日頃のオーラルケアによる歯周病予防に加え、口腔・咽頭を殺菌することが重要です。

お口が臭い～！！！
歯が黄色い、口がネバネバする！！
 日本人の９０％以上が感染している

隠れ歯周病が原因です。

川の上流であるお口の中の見えない隠ればい菌は
 歯ブラシやうがい洗口液では除菌できませんよ！

（トイレで用をたしたら、すぐに水で流すのと同じ。お手入れは飲食直後のタイミングです！）

正しく正確な検査による指導を受け、
あなたもきれいなお口と

身体を手に入れることができます。

他の日本の歯科クリニックや、
大学病院の３DS法よりも

確実に感染を予防できる
 テクニックを身につけましょう。

②

また、咬み合せの変化や咬み癖がもたらす影響で脳の前頭野活動（記憶力、人間
らしさ）など精神や神経にも重大なリスクがあることを脳科学者たちが指摘
し始めています。（うつ、多動性、アルツハイマー脳症、記憶力、睡眠時無呼吸、視力低下、めまい、全身の痛み）

ホワイトファミリーでは、一般的歯科治療では得ることができない最良な口腔内環境を獲得し
て維持していただき、高精密で安全な30 年以上の耐久修復物と歯周病予防ケアと咬み合せ管
理で病気をはねのける免疫力を活性化させる：プログラム歯科治療：を行っています。
予診録は質問量が多くて恐縮ですがご記入をお願いします。

歯科と相互に関連する生活習慣にある問題点も
一緒に観て（診て）いきましょう。
お口の中をきれいにして咬み合せを整えることで、
10年後も元気で全身の健康を維持しましょう。

なぜ歯科は予防が大切なのでしょうか？

「全身の感染性疾患は、川の上流にあたる口腔をきれいにしなければ悪化を繰
り返す」と内科医は言います。
（普段免疫力がある時は症状もなく感染していることに気づかない。真菌症、スピロヘータ、ピロリ菌感染があります）

口腔感染状況が全身感染に影響し、全身疾患や心理的要因が口腔にトラ
ブルをもたらすといわれています。（高血圧、糖尿、各種ガン、肥満、ダイエット、脳内出血、心臓病）

ー　医療法人社団　ホワイトファミリー会　ー

①

②

あなたの免疫力不足を診断しましょう。
病院に行くほどではないけれど、なんとなく体調が悪い。そんな体験ありませんか？

それは体が発するSOSのサイン。

思い当たる体の症状にチェックを付けてください。

急にニキビが増えた → A,C,D 食欲がない → A,C,E,I

洗っても頭がかゆい → C,D,E 食べたくないのに食べてしまう → B,C,E

いつも使っている化粧品がしみる→ D,F 便秘 → A,B,C,F,H

髪が抜ける → B,C,D,F お腹が張る → A,E,H

爪が割れやすい → D,G,H トイレが近い → E,J

白髪が増えた → C,F,H 陰部がかゆい → C,D,E

十分に寝ても眠く、
疲れが取れない → C,E,F,H,I おりものが増えた → J

寝付きが悪い → B,C,E 生理時になると不安定になる → B,E

氷など、冷たいものが
摂りたくなる → A,G いつもイライラしている → B,C,E,I

あちこちかゆい → A,C,D,H → B,C,E

頭痛、頭重感が取れない → C,E 朝起きられない → B,C,G

→ A,F,J → A,F,J朝起きた時に口やのどが
ベタベタしてタンが多い

朝は調子が悪く、
夜になると元気になる

歯ブラシや歯間用品に
血がつくことがある

こんな症状、免疫力低下のサイン！
続くと老化や病気の発生につながります。
歯周病も治りにくく、根尖に病気もでき
歯肉が腫れたり膿もたまります。

放置すると命に関わる発症の原因になります。
気になる結果は次のページをご覧ください。

③

＊　診 断 結 果　＊
自分の体と向き合って　不調と上手に付き合おう！

A. 胃腸が弱っている

まず注意すべきは、体を冷やさ
ないこと。消化酵素が冷えると
胃腸の働きがさらに悪くなる。
冷たい飲み物や、体を冷やす甘
いものはできるだけ控えて。
チェックした項目以外にも、胃
腸の反射区である口の周りだけ
にニキビが出るなどの症状があ
れば、同様に注意。

B. 自律神経が不安定

戦いモードの交感神経とリラッ
クスモードの副交感神経の切り
替えがうまくいっていない恐れ
が。緊張が続くと、交感神経が
優位のままになり、内臓の働き
も鈍くなる。副交感神経に切り
替えるためには、深呼吸を。5
秒で息を吸い 10 秒かけて吐く、
を繰り返して。

C. ストレスがたまっている

ストレスの自覚がないまま、ス
トレスをためている人が増加し
ている。不調があって病院で検
査したのに、数値的には何も異
常がない、という人は、ストレ
ス性である可能性が非常に高い。
たまにはゆっくりと休息をとっ
て、自分の心と体をいたわって
あげよう。

D. 皮膚のバリア機能が落ちている

気をつけるべきは、乾燥させな
いことと刺激を与えないこと。
肌が乾燥すると皮膚のバリア機
能はさらに低下し、外部刺激へ
の抵抗力も落ちて、さまざまな
肌トラブルの原因になる。洗う
ときは水だけでやさしく、低刺
激の乳液やクリームでこまめな
保湿を心がけて。

E. 神経が過敏になっている

女性は生理の周期によって精神
状態が大きく左右される。特に
エストロゲンが底値になる生理
の 3 日前は、誰でも気分が落ち
込みやすい。まずは自分の体の
リズムを把握。神経が過敏なと
きは、判断基準が正確でなくなっ
ているので、重要な物事の決定
は避けよう。

F. 新陳代謝が悪くなっている

不規則な生活をしていない？体
は精密機械のように精度が高く
衝撃に弱いもの。そのため、生
活のリズムが崩れると、体の機
能も乱れがちに。思い当たる症
状があれば、まず十分な睡眠を
とること。細胞の新陳代謝は加
齢とともに鈍ることも頭に入れ
ておきたい。

G. 貧血の可能性あり

怖いのは内臓からの出血による
貧血。ストレスがあると、過剰
に出た胃酸が胃壁を荒らし、出
血する場合がある。便が黒くなっ
ていたら要注意。まずは休養を
たっぷりとることを心がけよう。
また生理中に貧血症状が出る場
合は、子宮に異常がある疑いが
ある。

H. 栄養不足

お腹いっぱい食べていても栄養
分は不足する。特にファストフー
ドやコンビニ食では摂りにくい、
タンパク質や緑黄色野菜を意識
して摂ることが大切。1 日の栄
養摂取基準とされる量は最低限
のもので、理想値はその 3 倍。
食事で摂れなければ、サプリメ
ントで補って。

I. 肝機能が弱っていそう

肝臓は、丈夫な人とそうでない
人の差が大きい臓器。検診など
で一度でも「肝臓が弱っている」
と診断された人は、強くないと
思って正解。食べすぎたり、飲
みすぎたときは、その 30 分ほど
横になって、内臓を休ませるこ
と。時計回りにお腹をなでるの
も効果的。

J. 感染症かも…！

結膜炎、膀胱炎、ニキビなどは
すべて感染症。疲れやストレス
などで免疫力が弱ると、常在菌
が悪さをすることもある。疲れ
ると喉が痛む人も、感染症の疑
いあり。マスクで保湿をしたり、
喉に刺激のあるチョコレートや
オレンジジュースは避けるよう
にして。

お口の中の状態が全身に影響し、
身体の免疫力もお口に作用しています。
今後の治療に活かす項目です。
しっかりチェックしてください。

④

ご　挨　拶
　歯の修復物・耐久性と安全性を改良し、人生の半分くらいの半

世紀は安心して使えるようにしたいと工夫を積み重ね、３０年近

くが過ぎようとしています。

　お一人ずつ、異なる条件・状況で、１０年後２０年後の状態

まで見据えることは非常に困難で、歯科大学時代に教わった治

療通りにはいきません。卒業後１０年たっても不可能でした。

　現在にいたる３０年の中で、患者様から数々の症例を教わり、

それにより培われたキャリア、失敗と成功の光と影の結果が、

今のホワイトファミリーの財産となっています。

　患者様には色々な経過、予後を証明し教えていただきました。

すべての患者様に感謝しております。

　ホワイトファミリーは開業時から、保険治療を主としつつ、

自費治療の質を活かし、予防ケアに重点をおいてきました。

　歯医者さん嫌いな方にも気軽に通院できる歯科として多くの

方にご来院いただき、今まで拝見した患者様は累計２万 7 千名

を越えます。現在でも開院当時からの患者様が定期検診で通院

していただき予防指導や自費治療を受けてくださり、身の引き

締まる思いです。

あなたのお口の中で、ホワイトファミリーの歯
科治療効果による全身の健康が永く続きますよ
うに・・・・・
WFはこれからも日々精進してまいります。

最良の治療結果を持続させ、そしてその治療効果によ
り全身の健康を得るため、一緒に歩んで行きませんか。

スタッフ一同お待ちしております。

医療法人ホワイトファミリー　医院長　堤 富紀子
理事長　堤 　一樹

ホワイトファミリーの理念ホワイトファミリーの理念

　　  ①患者中心

　　  ②無痛治療

　　  ③計画治療

　　  ④安全治療

　　  ⑤心身充実

「虫歯だけじゃなく、歯並びもきになるんだけど・・・」
きれいな歯並びと白い歯。それだけでも充分魅力的に見えるものです。治療中にはい
つでも具合を聞きながら了解を得て治療を進めています。虫歯治療にとどまらず、患
者様の気になるお口のご相談をお受けします。また、治療プランを決定するのは患者
様ですので私達は専門としてアドバイスさせていただきます。

「歯医者さんには行きたいけれど、痛いのはがまんできない！」
という声、よく聞きます。 ホワイトファミリーでは患者さんのそんなご希望にお答えし
ます。要は思いやりとテクニックをもってすれば痛くないのです！痛くない工夫の
数々、ドクターの特許もあるんです。

「虫歯がいっぱい！これってどのくらいの期間で治療できるの？」
ご安心ください。 当院では最初に患者さんの容体をチェックし患者さんと相談しながら
治療のプランをたてていきます。そして治療期間や治療費用についての説明はもちろ
んのこと、色々なご希望を聞き一緒に考えます！
治療中も日常生活を考えた方法を行います。

「子供がまだ小さいので待合い室においていけない！！」
当院は待合い室と診察室が一体になったオープンスペースです。すぐそばで待ちなが
ら見えるのですから 小さなお子さまがいるお母さまも安心して治療を受けることがで
きます。また院内ではリラクゼーションを兼ねた BGMで精神的な安定もできます。 
健康、食事、医療に関するご相談も承ります。WF が永年築いてきた良質な医療者との
ネットワークを活かして、身体も健康になりましょう。

「治療で使用している材料や薬は安全なの？」
発ガン、アレルギーなどを誘発する恐れのある金属は一切使用せず、世界中から選ん
だ一番性能の良いセラミックスを使用しています！また、海外で有害性等により使用
の制限を受けているお薬も使用していません。
患者さんに安心していただける安全な治療方法を選択しています。

《ホワイトファミリーにおける処置項目》《ホワイトファミリーにおける処置項目》
赤は特に重点を置いている処置です。

予防的歯科処置全般：オーラルヘルスケアトリートメント、
除菌治療（口臭治療・虫歯予防治療・歯周予防治療）、

歯科漂白各法：ホワイトニング、
スポーツマウスピース、ナイトガード、

咬合異常：顎関節異常（歯ぎしり・くいしばり・無呼吸）、睡眠時症候群
美容機能治療：学童予防矯正・咬合誘導法・成人矯正、

　　　　　透明装置矯正（インビジブル）、
再生治療：自家移植・粘膜移植・人工根インプラント・歯槽骨再生、

無痛抜歯法・レザー光治療、
無痛麻酔法、重症虫歯治療、初期虫歯治療、
初期歯周病治療、重症歯周病治療、

顕微鏡神経根管治療、欠損部位補綴法、（顕微鏡下修復物作製・装着）
（フルセラミックジルコニア修復・チタン・シリコン入れ歯・連結冠修復ブリッジ）

セカンドオピニオン・医療アドバイス

上記処置を患者様のご希望と総合的判断に応じてプランいたします。

なお、専門医の診断治療の必要性も判断し、

各専門医、歯科大学と連携しサポートいたします。

東京歯科大学水道橋病院

東京歯科大学千葉市川病院

東京医科歯科大学お茶の水病院

日 本 歯 科 大 学 付 属 病 院

東 京 慈 恵 医 大 付 属 第 三 病 院

ブローネマルク オッセオインテグレイション・センター

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　腔　外　科、麻　酔　科

口　　　腔　　　外　　　科

口 腔 外 科 ・ 内 科 （ P S G 検 査 ）

口　　　　腔　　　　外　　　　科

人工根インプラント専門医・信濃町Dr.小宮山彌太郎クリニック

連　　　携　　　先　　　名

ホワイトファミリーの歯科診療内容をご説明させていただきます。 ⑤

当院の治療方針
今はどこの歯科でも初診カウンセリングは行われています。

当たり前なら、ホワイトファミリーでは、
それを超えたカウンセリングを行います。

初めての患者さまへ

今後、来院患者様がより良い治療・予防を受けていただくための
お話を色々とお聞きしています。 

セカンドオピニオン（第３者意見診断）を受けたい

痛い治療が苦手・怖がりだから歯科には行きたくない

治療をはじめる前に費用の説明が欲しい

⑥

初診時ＣＣ（クリニカルカウンセリング）では

★どのような事が気になって来院されたのか

★治療の際、希望すること

★来院可能な時間帯・曜日等の確認

★予約日時の確認方法

★持病など治療の際に気をつけなければいけないこと

★当院から治療のご提案　　

★今までの治療で嫌だった経験、（今後嫌な思いをしないため）

☆どのようなお口の中にしていくのが良いのか、一緒に考えましょう

今までこんな経験はありませんか？

自分の希望とは違った治療をされた

説明もなく高額な治療をされた

患者の話を聞かず気持ちを無視して治療をする・・・・

先生に言われた通りに定期検診へ行くが
その度に虫歯が見つかり治療をする

担当の先生がコロコロ変わってしまう

不安、疑問に思っているけど言えない、先生には聞きにくい

今までカウンセリングをさせていただいた患者様の中にも
歯科に対して数々のご不満をお聞きすることも少なくありません。

当院の初診カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか？

担当医制だけでなく、専任のアシストスタッフが就いて、歯科医師に言えないことも色々お話
をお聞きします。

毎回同じスタッフ・歯科医師で安心の治療が受けられます。

オーラルケア、お口の中のクリーニング、歯のホワイトニングなど毎回同じ熟練した専任の衛生
士が担当します。

ビフォーアフターの処置経過を積み上げて、あなたのやる気を引き出し、口内環境を改善いた
します。

万一、突然痛くなって担当歯科医師が不在の場合も、

ホワイトファミリーなら、すべての患者さん情報を共有でき、

経験豊かな歯科医師が応急処置で対応します。

ご希望の担当歯科医師や歯科衛生士、アシストの変更も可能です。
すべて、患者さん中心、すべての治療もプランも患者さんに最上の適合を考慮しております。

そして、初期治療後に、最後の最終治療を続けるかそれを決めるのは患者さん自身です。

ホワイトファミリーでは、５０年以上の長期の耐久性と毒性、発ガン性など、
治療による医原病を起こさない安全な治療が目標です。

したがって、コストの関係で国が保険に認可していない、
最新の方法を海外の実績を踏まえ、国際規格水準以上の治療を行っています。

⑦

＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝＝＝初回診断と初期除菌治療が重要です＝＝

原因の口腔内細菌群を少なくするために、
総合的な初期の診断と初期のお口の中の隠れ感染部位の除去方法と

初期治療に使用する殺菌消毒効果の高い除菌薬剤と
お手入れや、食事に支障のない 12 か月耐久の
初期修復物に関して価格を提示しています。

初期治療後、オーラルケアの指導プログラムを受けられて、
正しいオーラルケアを習得した後

健康な歯肉と清潔なお口の中で感染予防を確立してから、
最適な最終修復物を選びましょう。

ホワイトファミリーの最終修復物は、
国際規格の治療と材料、

長期保証、安心安全な材料を使用。

最終修復物は北米、ドイツでスーパーティース（歯）と言われ、
100年耐久の修復接着法と材料を用います。

※国際規格とは、コストのために保険対象と認められていないが、海外では高い評価を得ている材料、治療法。
※初期修復物とはプロビジョナルという治療中の歯で、今までの仮歯と違い精密で耐久性があり、長期日常
で安心して使えるものです。

①最終修復には保険対象外の国際規格の材料を用い10年保証となります。

②代わりの修復方法も提案いたしますが、保証対象外となります。

③初期修復物を毎年つくりかえることも可能です。

④もちろん、オーラルケアのメンテナンスだけの通院も可能です。

上記プライスリストは、ＣＣルームに表示して在ります。
ホワイトファミリーのホームページにも掲示中です。

＝＝初期診断と初期感染治療のコストは？＝＝

⑧

18,000 円（単体）・6,000 円（他検査と同時）/ 全顎

8,000 円 / 歯

6,000 円 / 歯

25,000 円（2 回分）/ 全顎

　

＝まずは、初期治療を受けられて、清潔なお口の状態を獲得しましょう＝

隠れている二次むし歯や、フロス（糸ようじ）のひっかかりがある被せ物は細菌の隠れ場所です。
初期修復物で隠れ場所をなくします。フロスもひっかかりません。

細菌の隠れ場所がなくなれば、あとは、除菌ケアのオーラルケアトリートメントで
お手入れ効果（除菌ケア）は長時間持続し、２４時間プラークコントロールが可能になります。

除菌ケアでお口の中を清潔に健康な歯肉と歯周組織に治します。

この初期除菌治療の終了は３ヶ月から 12ヶ月です。

①患者さんのお口を診断するために、検査の説明、問診を行っております。

初期治療の内容説明
②立体3D-CTレントゲン
　立体的にアゴの骨の中、歯列、咬み合せを精密に目で見て確認できる最新ドイツの装置で診断し、
　説明プランをお作りします。

③細菌の隠れ場所と感染部位の除去を行いながら、長期に安全で日常でこまらない
　初期修復物（３M 社プロテンプ４）の説明。

④感染歯質を完全殺菌する３ＭＩＸ（３種混合抗生薬）の説明。

⑤口腔検査：オーラルケアトリートメント（ＯＲＣＴ）の意味と効果、検査項目、それぞれのオプ
　ションプライス、メンテナンスとプライスをご説明いたします。

歯周ポケット内と、歯肉がオーラルケアトリートメントメントを受けて、
生活上のケアが改善され、健康に変化してくるまでに、

６週から１２週はかかります。

初期除菌処置後、最終修復になりメンテナンスとなるのは、
３ヶ月後から12ヶ月後までです。

100年耐久のスーパーティース修復精度は
健康な歯肉でこそ得られます！

おおざっぱな保険修復レベルの治療を避ける為、歯肉が健康な状態で、
最終修復物の型取りを行います

歯周炎があったり、オーラルケアができていないと磨き残し菌が
30％以上となり、ばい菌が多い環境では、形成の型取り時に歯肉
からの出血や炎症性浸出液で型取りの印象が変形し、おおざっぱ
な保険修復精度になります。

①ホワイトファミリーの安全耐久性のある最終修復まで治すか？

②一年ごとに初期修復物を作り変えていくか？（6ヶ月保証）
　（初期修復物は１年以上の使用は2次むし歯の発生や、すりへりがありお薦めしませんが選択は自由です。）

③初期治療後に転院も大丈夫です。

一生に 1回の治療だけで、後はメンテナンスだけで 50年以上の
耐久を得ることも今では可能なのです。

！

⑨

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約はカウンセリングを 60分行います。

　クリニカルコーディネーター (C.C.) 有資格者が担当いたします。

お口の中の状態、
原因と傾向を知りましょう。

未来のお口対策を
考えていきましょう。

カウンセリングは基本的に無料です。
レントゲン撮影・検査を行う場合、会計が発生いたします。

2. 治療効果を高め、
より良いお口の状態を保っていただくために、

治療と平行して
オーラルケアトリートメントという

自由診療での除菌指導を行っております。

症状がまったくない！進行性病変である歯周病や隣接面・

根面虫歯。自己判断は危険です！初期予防であれば、治療

することなしにオーラル ( ヘルス ) ケアトリートメントだ

けで治癒解決できます。

早めの定期チェックと予防処置が大切なのです !!!

欧米とは異なる火山性酸性土壌でカルシウム不足と社会ス

トレスの多い日本では、よりこまめな毎日のケアが必要と

なります。お口の健康環境を保つために、定期的に唾液性

能を検査し、歯周病によって進行する動脈硬化をチェック

しましょう !!

当院の冠状修復物、入れ歯を含め
自費材料主体・一部保険材料を用いた治療となります。

　ホワイトファミリーでの修復物は材質により
最長10年保証をいたしております。

( オーラルケアトリートメントを年1回以上受けている方対象 )

(個々の歯において異なるリスク条件がある場合はそのリスクに応じた保証になります )

３. 歯科修復物に対する保証

身体にやさしい無害な美しい耐久修復物を作らせて頂きます。

身体の健康に影響を与える保険金属および材料は取り扱いません。

それに替わる低プライスのハイブリッドセラミックも

ご用意いたしております。

⑩

　完全予約制で、お一人お一人に１時間を充分に確保して、理想とする

ONE ON ONE での対応を行い、最上の治療をするように心がけております。

　変更・キャンセルのご連絡は２日前までにお願い致します。やむを得ない理由でそれ

以降のご連絡、またはご連絡なくキャンセルされた場合は、規定に基づきキャンセル料

を申し受けます。

詳細につきましては、初回カウンセリング時にお渡しするＷＦの直前キャンセル料金シス

テムにてご確認ください。

初診のご予約をされてご連絡なく来院されなかった場合は、以降当院での診療をお断り

させていただいておりますのでご了承ください。

予約忘れがないように事前確認を！

4. 予約時間は 60分となります。
専任スタッフがお世話させていただきます。

5. 予約ルールについて

処置に 30~60 分の延長になる場合もございます。

診療前後のご予定に余裕を持ってお越しくださる様にお願いいたします。

eメールでのご予約確認のサービスも行っております。

カウンセリング時にアドレス登録しましょう

6. 無痛治療について・MI 治療について

ホワイトファミリーでは 1980 年から治療耐久性とのバランスを診ながら

最新の最少侵襲（MI）治療＝「出来るだけ削らない」「神経を取らない」「歯を抜かない」

手術や、痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする無痛治療に徹しています。

可能なかぎりご希望に沿えるよう、レーザー・3MIX 法などを用いた修復方法から一緒に

治療の予後を想定して、あなたに合った最善な方法を選んでいきましょう。

スタッフ一同心からお待ちしております

堤 富紀子・堤 一樹・網野 伸子・田邉 文　
竹中 幸代・志田 澄香・迫田 麻奈美・高橋 李香

石田 裕子・菊地 雅子・長谷川 彩音
松尾 友未・市戸 貴子

清水 正子・松田 美津子・中村 真友子

医療法人社団　ホワイトファミリー会

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

いつまでも若々しく美しく健康であるために、
アンチエイジング効果のあるお口の状態を維持していただくことが当院の目標です。
20歳代の健康な歯肉ときれいな歯並び、咬み合わせ環境を維持していただくため、

また、40歳代で大きく進行する、見えない、症状のない歯周病と
根面虫歯の予防を徹底することで20歳代のお口年齢へ回帰していただきます。

！若々しい口腔年齢を得ると、全身のアンチエイジングに効果あり  

最新の脳医学レポートでは、正しいオーラルケアと正しい咬
み合せで脳年齢が 20 歳若くなり、身体もやがて脳と同化し
てアンチエイジングしていくことが証明されています。

⑪

診療方針にご理解をされた上で、診療のご予約を受けさせていただいております。
予診録（Clinical Coordinate Note）にご記入の上、受付にお持ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご予約お待ちしております。

頂いた情報は大切な個人情報に関して治療以外に利用することはありません。ご安心ください。

最上のオプチマルヘルスをあなたに！

歯を削る治療を数年から 10 年ごとに

再治療するのは今回で終わりにして、

これからは歯科医院で定期的に

「メンテナンス」を受けて、

歯をきれいにするだけにしてみたいと思いませんか ?

治療を繰り返すより、

コストが格段にお安く済みます !
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プライバシーポリシー 
 

1.適正な収集、利用 

当院は、個人情報を収集する際は、あらかじめ利用目的を明示し、適正な手段により収

集します。 収集した個人情報は、ご本人の同意がある場合や法令に基づき、治療および

患者様の健康に有益な情報発信などの利用目的の範囲内で利用します。 

 

2.第三者への提供 

原則として、ご本人の同意がある場合や法令に基づく場合を除き、個人情報を第三者へ

提供いたしません。  

 

3.個人情報の開示、訂正、利用停止および削除について 

当院は、法令に基づく場合を除き、ご本人またはその代理人から個人情報について開

示・訂正・利用停止および削除等を求められた時は、速やかに対応いたします。開示等に

応じられない時は、その旨を通知いたします。 

なお、【1st DENTAL CLUB】個人情報の取扱につきましてご意見・ご質問がございましたら、

下記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

4.法令・規範の順守 

個人情報の取り扱いにおいて、当該個人情報の保護に適用される法令およびその他の

規範を遵守いたします。 

 

5.継続的改善 

個人情報保護が効果的に実施されるよう、体制や管理について計画的に見直しを行い、

継続的改善に努めます。 

 

 

問い合わせ窓口 

個人情報の取扱に関する問い合わせ・苦情について、下記までご連絡ください。 

適切かつ迅速な対応をいたします。 

連絡先 電話   ：044-966-0800 

       E メール  ：info@white-family.or.jp 

 

医療法人社団ホワイトファミリー会 
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