
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
これといった痛みもなく感染している

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

正しい予防法をご指導します！
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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）

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

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100 年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：ホリスティックプログラム歯科治療：
を行っています。
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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、症
状のない病巣感染や咬み合わせによる全身的不調など、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、ビーバー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ヒーリングBGMで心も落ち着きます。 
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合金は一切使用せず、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。
５０年後１００年後という超長期の耐久性を考えた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。
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《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、

厚生労働省指定歯科医師臨床研修クリニックとして

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。 ④
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＝＝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、

超長期保証、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初期修復物を数年毎に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。
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⑧

ひとつの  プラス  可能性が広がります。

1. 最初のご予約は無料カウンセリングを 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。

予防歯科：38年の経験と実績であなたのお口をサポートします

厚生労働省指定
歯科医師臨床研修施設

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
歯科外来診療環境設備認可取得

歯科治療総合医療管理

在宅患者歯科治療総合医療管理

歯科訪問診療基準施設

CAD/CAM 冠製作施設

歯周組織再生誘導手術施設

手術用顕微鏡設置施設

顕微鏡下歯根切除施設
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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 !!

・ ・・・
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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超精密・超耐久修復物を

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。

または、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。

⑨
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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

医療法人社団　ホワイトファミリー会

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。

⑩

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。

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！最上のオプチマルヘルスをあなたに！

厚生労働省指定歯科医師臨床研修施設

-(2018-5)-


	新患全頁20180507_②.pdf
	新患全頁20180507_2.pdf
	新患全頁20180507_2-2

	新患全頁20180507_③-⑦
	新患全頁20180507_3.pdf
	新患全頁20180507_3-2
	新患全頁20180507_4
	新患全頁20180507_4-2
	新患全頁20180507_5
	新患全頁20180507_5-2
	新患全頁20180507_6
	新患全頁20180507_6-2
	新患全頁20180507_7
	新患全頁20180507_7-2

	新患全頁20180507_⑧-⑩
	新患全頁20180507_8.pdf
	新患全頁20180507_8-2
	新患全頁20180507_9
	新患全頁20180507_9-2
	新患全頁20180507_10
	新患全頁20180507_10-2


