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飛田歯科医院の経営理念 

 

私たちは、奉仕の精神を大切にし、経営理念に基づいた、「患者さんのため」に

なる歯科診療に取り組んでいます。 

 

＜飛田歯科医院の経営理念＞ 

歯が長く使えることを治療の基準にします。 

行くことが楽しくなるような歯科医院をめざします。 

医院にかかわる全ての人が、好意と友情を深められるように努力し、地域社会に貢

献します。 

仕事を通じて自己成長することを目指します。 

奉仕の精神から始まる 

「歯科医院なのに、なぜ経営理念があるの？」。 

そう思う方もいらっしゃるかもしれませんが、常に歯科医師としての自覚と責

任を持ち、患者さんのためになる歯科医療を実現するために、経営理念を考え

ました。この経営理念は、当院の診療に対する姿勢やあり方、患者さんとの関

わり方、地域における当院の役割を現したもので、診療方針でもあります。経

営理念を柱に据え、奉仕の精神を忘れずに、患者さんのためを考えながら、歯

を長持ちさせる治療に取り組んでいます。 

 

奉仕の精神から始まる 

■歯科医師は「プロフェッショナル」な職業 

プロフェッショナルとは先生と呼ばれる職業

です。その語原を遡るとプロフェッション＝聖

職に辿り着きます。かつての西欧社会では、聖

職と呼ばれる職種は、聖職者、教師、医師、弁

護士の 4つだけでした。この職業に就く人は、自分の利益は考えずに、クライ

アントの利益を最優先に考えて仕事をする人たちです。彼らは高い倫理観を持

って仕事に臨むので絶対的な権威があります。それゆえ、彼らには失敗は許さ

れません。 
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私も歯科医師である以上は、高い倫理観を持ち、プロフェッショナルに徹する

治療をすべきだと考えています。当院の経営理念の中にも、プロフェッショナ

ルであり続けたい、その想いが込められています。 

 

■当院の経営理念と歯科哲学 

私がプロフェッションという言葉を初めて知ったのは、1920年代から活躍した、

アメリカの L.D.Panky（1906～1989）クター・パンキー先生が提唱した、歯科

フィロソフィー（歯科哲学）を学んだときでした。当時のアメリカは、「黄金の

20年代」といわれ、ラジオや洗濯機などの電化製品が家庭に普及し始めた時代

です。歯科治療にも歯を削る器械が発達し、これまでの「歯を抜いて治す治療」

から、「歯を削って残す治療」へと変わっていきました。こうした時代に Panky

は、「プロフェッショナルに徹するのが歯科医師である」と主張し、歯科哲学を

体系化させました。 

 

当院の経営理念のベースには先生が提唱した、「歯科医師の責任は、歯を修繕

するだけでなく、患者さんの幸せのために、生涯に渡って守ること」という哲

学が盛り込まれています。この哲学は、ロータリークラブの「好意・友情・真

実を保ち、プロフェッショナルな仕事をする」という、崇高な理念にも通じて

います。 

 

患者さんに喜んでいただけることが、最高の報酬です 

当院の経営理念は、患者さんの利益を最優先に

考えているので、一般的な経営者の利益を追求

する経営理念とは一線を画しています。そのベ

ースとなるのは、「患者さんのためになるかど

うか」です。目先だけの利益を考えずに、歯を

残せる治療を追求していくと、患者さんから「ありがとうございました」、「治

療したら痛みがなくなり、助かりました」など、感謝や喜びの言葉となって返

ってきます。それは、私にとって大きな喜びです。 

 

治療した歯が 10年、20年と長持ちして喜んでいただければ、お金以上の価値

になります。それは私の生きていく糧であり、プロフェッショナルに徹してい

く原動力です。 

 

常に奉仕の精神を忘れずに、患者さんのためになる、歯を長持ちさせる治療を

提供するために、スタッフ一同、患者さんと向き合いながら、真摯に取り組ん

でいます。 
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初代院長の祖父が飛田歯科医院を開院 

当院は 1924年（大正 13年）の開院以来、祖父、

父、私へと三代に渡って受け継がれてきた、80

年の歴史のある歯科医院です。初代院長の祖父

は、東京の歯科医院に書生として入り、東京歯

科医専（現東京歯科大学）で国家試験に合格し

て歯科医師免許を修得しました。その後、慶応大学付属病院で歯科医師として

勤務。ゆくゆくは東京での開院も考えていたようですが、関東大震災が起きた

ため、岡山に戻って当院を開院しました。 

 

■親子による、地域医療の取り組みが始まる 

二代目の父は、大阪歯科大学卒業後、大阪の歯科医院で勤務医としての経験を

重ねた後、1952年（昭和 27年）に当院に入り、地域医療に取り組むようにな

りました。 

三代目になる私は、1985年（昭和 60年）、大阪歯科大学を卒業し、東京や大

阪などで勤務医の経験を積みました。その後、初代院長（祖父）の他界を機に

岡山に戻り、1995年（平成 7年）に二代目院長（父）と共に、親子二代の診

療が始まりました。 

三代目の使命と役割り 

■歯のホームドクターとしての責任 

2013年（平成 25年）、父の他界により、私が

三代目院長となり、父の担当していた患者さん

を引き継ぐことになりました。恥かしながら、

父の患者さんと私とはほとんど面識がありま

せん。一方の、長年通ってきてくださっている方は、祖父や父、母のことまで

よくご存知です。当院のことを悪くいう方は一人もなく、「あなたで三人目よ」、

「おばあさんになるまで来るからね」、と温かい言葉をかけてくださいます。

80年という歴史の重みを改めて実感し、歯のホームドクターとしての責任をひ

しひしと感じるようになりました。そしてこの時から、「三代目の使命」を真剣

に考えるようになりました。 

 

■三代目の使命 

三代目の私の使命は、地域の皆さんのホームドクターとして末長くお付き合い

し、患者さんが歯のことを心配せずに過ごしていただくために、歯を長持ちさ

せる治療をして、お口の健康を維持・管理することが最大の使命だと考えてい

ます。 
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当院の患者さんは、小児期のお子さまから、お

じいさん、おばあさんまで幅広く、主訴やお口

の悩みも、一人ひとり違います。お口の中も年

齢と共に変化していき、幼少期と老齢期では、

口腔内の境環は違います。ムシ歯になりやすい

方、歯周病になりやすい方、あるいは食いしばる癖のある方、残っている歯が

ほとんどない方など千差万別です。当然、治療内容やケアの仕方も変わってき

ます。その中でもすべての患者さんに共通していることは、「口元を気にしない

でおしゃべりを楽しみ、しっかり食べて、おいしい食事をしたい」ということ

です。歯が健康になれば、心も身体が健康になって、日々の不安がなくなり、

元気に過ごせるようになります。 

 

患者さんの多くは、お口の中のトラブルを解消するために来ています。それぞ

れに症状や口腔環境は異なりますが、一人ひとりの患者さんと向き合い、適切

な治療と指導を行なうことで、歯を長持ちさせることができます。それが当院

のミッションです。 

 

患者さんの歯の悩みや不安がなくなり、メインテナンスに通いたくなるような

歯科医院でありたいと願っています。 

 

通うのが楽しくなる歯科医院 

当院は、予防管理を中心とした歯科医療に取り

組んでいます。1本 1本の歯を大切に考えて歯

を長持ちさせる治療を行ない、治療後はメイン

テナンスでお口全体をしっかり維持管理いた

します。歯の治療には痛みが伴うため、歯医者

さんに対して苦手意識をお持ちの方も少なくありません。痛みや不快感にも配

慮したストレスの少ない治療を心がけています。また、ムシ歯のないお子さま

を育成するために、年齢に応じた予防処置や口腔ケアの指導などにも取り組ん

でいます。通院するのが楽しくなる歯科医院を目指していますので、お子さま

でも安心して通院できます。短期集中治療など、患者さんのご要望に沿った治

療を心がけていますので、お気軽にご相談ください。 

 

■治療前の検査とカウンセリングを重視しています 

歯科治療で大切なことは、治療後も歯を長く使えることです。そのためにはお

口全体を詳しく調べ、患者さんに現在のお口の状態を知っていただく必要があ

ります。そのために、治療前の検査とカウンセリングを大切にしています。お
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口全体の問題点を正確に把握してきちんと説明します。患者さんからご要望を

伺いながら、10年、20年先の歯の健康を維持できる治療をご提案いたします。 

 

特に初診の方は、ご自身の歯のことや治療内容

などで、色々な不安をお持ちだと思います。過

去に受けた治療や歯科治療に対する不安、ご要

望などもていねいに伺いながら、治療前の不安

を取り除いていきます。患者さんが安心できる

治療を心がけていますので、気になることがあ

りましたら遠慮せずにお話しください。 

 

治療の流れ 

■Step1.検査 

お口全体の問題点を探るために、詳しい検査を行いま

す。検査内容には、レントゲン写真や歯周病の検査、

写真、歯の模型の採取があります。また、ムシ歯や歯

周病のチェック、詰め物・被せ物の状態など、お口全

体を総合的に調べます。 

 

■Step2.カウンセリング 

検査結果をもとに、現在のお口の状態や問題点、今後

どのように変化していくのか詳しく説明します。同時

に、患者さんから主訴や現在の歯の悩み、これまで受

けてきた治療について、治療へのご要望などを詳しく伺って、相談しながら治

療方法をご提案いたします。 

 

■Step3.ムシ歯と歯周病の予防管理処置とクリーニング 

治療効果を高めるために、歯のクリーニングをして歯

垢や歯石を取り除いて衛生環境を整えます。同時にブ

ラッシング指導や口腔ケア指導をします。 

 

 

■Step4.治療開始 

治療計画に沿って治療を進めていきます。なるべく痛

みの少ない、ていねいな治療を心がけています。 
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■Step5.メインテナンス 

治療後の状態を維持するために、定期検診やメイン

テナンスを行い、お口全体を管理いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当院のコンセプト  
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いつまでも自分の歯で噛むために 

当院の診療方針は、歯を長持ちさせる治療です。

治療した後、10年、20年経っても自分の歯で

食事を美味しく食べられて、健康な身体で過し

ていただきたいと願っています。そのために、

保険診療・自費診療に関わらず、歯を残せるよ

うにきちんと治療をし、治療後の安定した状態を、その後もご自身の手で維持

できるように、しっかりサポートをいたします。 

院長を始め、全てのスタッフは、歯を長持ちさせることを考えて、日々、診療

しています。精密検査からカウンセリング、ていねいな治療とその後のサポー

トまで、歯を残すための努力は惜しみせん。精いっぱいサポートいたしますの

で、「歯を大切にして長持ちさせたい」という気持ちを持ちながら、通院して

いただけることを願っています。 

 

■お口の中から歯の悩みをなくす 

当院が考える一番の理想は、歯の痛みや腫れ、入れ歯の不具合などがまったく

なく、歯のことを気にせずに、生涯、過ごせることです。歯の悩みがなくなれ

ば、硬い物でもバリバリ噛めて、食べることが楽しくなります。食生活が楽し

くなると心身ともに充実してきて、健やかで豊か

な人生を過ごせるようになります。そのために、

お口の中をトータル的に診断し、咬み合わせのバ

ランスも考えながら歯の健康を整えます。その大

前提となるのが、患者さんご自身の「歯を長持ち

させたい」というお気持ちです。その気持ちをベースにした上で、もっと美し

くなりたい、もっと噛めるようになりたい、というご要望を満たせるようにな

ります。 

 

当院の歯を長持ちさせる取り組み 

何年経っても健康な歯を維持できるように、詳しい検査とカウンセリング、定

期検診・メインテナンスに力を入れた診療を行います。特に定期検診・メイン

テナンスは、治療後の状態を維持するだけでなく、ムシ歯や歯周病の早期発見・

早期治療につながるので、お口を管理していく上で重要な役割を果たします。 

 

【1】検査 

治療前にお口の中を詳しく調べることで、歯を悪くした原因やお口の問題点が

明確になり、10年、20年後のお口の健康を予測できます。それをもとに、将

来的に歯を長持ちさせる具体的な方法が明確になります。 
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【2】カウンセリング 

お口の中の状態が分からないと、どんなに素晴ら

しい治療を受けても、再び同じ問題が起きるとも

限りません。カウンセリングでは、レントゲンや

口腔内写真、模型などをお見せしながら検査結果

を分かりやすく説明します。患者さんにお口の中の問題点と、治療の必要性と

歯の大切さを理解していただきます。その上で、患者さんの悩みやお困りのこ

と、ご要望などをていねいに伺い、患者さんと相談しながら歯を長持ちさせる

治療をご提案いたします。 

 

【3】定期検診・メインテナンス 

ムシ歯や歯周病は、お口の中の慢性的な疾患です。

衛生管理や糖分のコントロールができていないと、

せっかく治療をしても、再び歯を悪くしてしまい

ます。歯を長持ちさせるには、ご自分の手で守る

ことが必要です。定期検診やメインテナンスを通して、自己管理能力を身につ

けてホームケアに取り組んでいただくと、10年、20年経っても、安定した状

態を保てます。 

 

 

歯を長持ちさせるために 

いつまでも噛める歯でいるためには、歯医者さ

んでの治療やメインテナンスはもちろんです

が、患者さんご自身の努力も大切です。両方が

バランスよく揃って、初めてお口の健康が保て

ます。特に自己管理は重要になり、ホームケア

の仕方を間違えると、毎日歯を磨いていても、ムシ歯や歯周病ができてしまい

ます。自己管理の知識や技術は、歯の専門家でなければ分りません。 

 

当院では、ホームケアの知識やテクニックを分りやすく指導しています。歯ブ

ラシの扱い方から、歯間ブラシやデンタルフロス、電動歯ブラシの使い方まで、

一人ひとりの歯に合わせたきめ細かな指導をいたします。患者さんの中には、

「初めて歯の磨き方が分りました」とおっしゃる方もいらっしゃいます。指導

した通りに取り組んでいただけば、お口の衛生状態がよくなって歯を長持ちさ

せることができます。歯科衛生士がていねいに指導いたしますので、しっかり

マスターしてお帰りください。 

 

  



 

Copyright (C) 飛田歯科医院.All Rights Reserved. 

年齢を重ねるごとに歯が悪くなり、歯を失う傾向にある長寿国日本 

日本は世界に類をみない長寿国となりました。

日本人の平均寿命は男性で 80.5歳、女性になる

と 86.83歳（平成 26年度の平均寿命）。女性の

平均寿命は 3年連続で世界一の記録を更新して

います。健康で元気なお年寄りが多い日本です

が、日本人の多くは、年齢を重ねるごとに歯が悪くなっていき、どんどん歯を

なくしてしまう傾向にあります。 

 

変化する口腔内環境 

■加齢による変化 

人間は年齢を重ねるごとに、お口の中の環境が

変化していき、ムシ歯や歯周病にかかりやすく

なります。若い頃は唾液が多く分泌してお口の

中の細菌を一緒に洗い流します。しかし、加齢

とともに分泌量が減少して細菌が繁殖しやすくなり、口臭がしたり、歯周病リ

スクが高くなります。歯ぎしりや食いしばりで歯が磨耗したり、加齢で歯ぐき

が下がると、知覚過敏やムシ歯リスクが高くなります。また、歯周病が進行す

ると歯が動くようになり、歯並びや咬み合わせが悪くなって悪循環に陥ります。 

 

■ライフスタイルによる変化 

お口の中の変化は加齢だけではありません。バランスの悪い食習慣や不規則な

生活、生活の変化などで強いストレスを受けると、免疫力が低下して細菌が繁

殖しやすくなります。また、糖分の多い食べ物を好んで食べていると、ムシ歯

リスクが高まります。このように、お口の中の環境は、様々な影響を受けて、

日々、変化しています。こうした変化をきちんと把握しなければ、適切な診断

はできません。お口の中を詳しく調べた結果をもとに、将来を予測することで、

歯を長持ちさせる治療ができます。当院では、口腔内の詳細なデータを集めて

正確に診断し、10年、20年先の将来を見据えた治療を提供しています。 

 

検査の徹底 

患者さんの将来を予測するには、裏付けとなる

詳細な情報が必要です。当院では、初診の段階

でお口の中を詳しく調べたデータをもとに、将

来を予測した診断をいたします。レントゲンや

口腔内写真を撮影したり、ムシ歯や歯周病、詰

め物・冠の状態、歯の神経の状態、歯並び・咬み合わせ、歯の磨耗や顎関節の
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状態まで、お口全体の状態を調べます。そして全ての資料をもとに、現在の問

題点から将来起きる可能性のある問題を予測して、治療の優先順位を明確にし

ます。今すぐ治療が必要なのか、経過観察ですむのかなど、1本 1本の歯に対

して必要な処置を見極めながら、ライフステージに合わせた治療を提供いたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きめ細かなカウンセリング 

歯科治療において、患者さんと相談するカウン

セリングは一般的ですが、歯科医院でのカウン

セリングの歴史はそれほど長くはありません。

当院では 20年前からカウンセリング専用ルー

ムを整え、患者さんとじっくりお話しする、き

め細かなカウンセリングに取り組んできました。 

 

カウンセリングは、患者さんの歯の悩みを知り、それを治療で解決するために、

とても大切です。さらに、お口の中を詳しく調べてからお話しを伺うと、問題

点や今後の方向性などが明確になり、患者さんのご要望を取り入れた、適切な

提案ができるようになります。そのため、初診時に詳しい検査を受けていただ

くようになります。検査結果をもとに歯を悪くした原因や問題点を確認し、そ

れに基づいてカウンセリングをすすめていきます。 

 

カウンセリングのプロからカウンセリング技術を学ぶ 

院長は、カウンセリングの専門家から、自己カウンセリング手法を学んで分析

能力を身につけました。また、歯科医師を対象としたカウンセリング講習会の
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講師を務めた経験もあります。当院のカウンセリングの質が高いのは、こうし

た経験があるからです。 

 

カウンセリングで数分お話しを伺うだけで、患

者さんが求めていることが、分かってきます。

患者さんのお話しの内容はもちろん、声のトー

ンや目の動き、お顔の表情などあらゆることを

見ていくと、ポイントがはっきりしてきます。

さらに、そこから話を深めていくと、患者さんの考えや要望が明確になって、

本当に望んでいる治療を提案できるようになります。カウンセリングで得た情

報は、歯科衛生士にも共有することで、一人ひとりに合わせたきめ細かなメイ

ンテナンスや診療を可能にしています。 

 

精密検査で原因を探る 

カウンセリングは、大きく分けると二つの役割りがあります。一つは、検査結

果をお伝えすること。患者さんご自身に、歯を悪くした原因や、今後、お口が

どう変化していくのかを、正しく知っていただくことが大切だと考えています。

そしてもう一つは、患者さんのご要望を伺うことです。いずれも大切で、患者

さんが問題点に気づくことで、歯の健康に対する意識や治療への期待や要望が

変わってきます。 

■検査で原因を探る 

初期のムシ歯や歯周病は初期症状がほとんど

ありません。お口の中を見てもらっただけで、

異常がないと診断されると、やがて痛みや腫れ

などの症状が現れてきます。特に歯と歯の間や、

歯ぐきと被せ物のすき間、詰め物や被せ物の内側、根の先に病気があると、肉

眼でだけでは判断ができません。自覚症状のない病気や初期のムシ歯・歯周病

でも、精密検査をすることで早期発見が可能です。 

 

検査内容は、レントゲン写真や歯周病の検査、口腔内写真、歯の模型の採取、

口腔内検査を行い、ムシ歯や歯周病、詰め物や冠・歯髄（歯の神経）の状態、

歯並びや咬み合わせ、歯の磨耗や顎関節の状態など、お口全体を詳細に調べま

す。これらの資料から、現状のお口の問題点や歯が悪くなった原因を探ります。

さらに今後のお口の健康を予測して、歯の病気の早期発見・予防につなげます。 

 

■カウンセリングで理解を深める 

主訴の状態や、歯が悪くなった根本的な原因、自覚症状のない隠れた病気、咬

み合わせのトラブル、今後どう変わっていくかなど、分かりやすく説明してい

きます。さらに、それぞれの歯に対して、早期治療が必要なのか、経過観察で

いいのか、治療をするとしたらどんな治療法があるのかまで、具体的にお話し、
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患者さんと相談しながら治療法をご提案します。ご提案をする際はメリットと

デメリットをきちんとお伝えした上で、患者さんに選択していただきます。 

 

無料カウンセリングを実施しています 

当院では、無料カウンセリングを実施していま

す。患者さんからお話しを伺い、歯でお困りの

ことやお悩みのこと、治療への不安や疑問、歯

科医師に遠慮して聞けなかったことまで、どの

ようなことでも結構ですので、お気軽にご相談

ください。 

 

当院には、医療従事者としてきちんと説明する責任と義務があり、患者さんに

は分からないことを知る自由と権利があります。患者さんのご都合に合わせて

カウンセリング時間をお取りしますので、まずはお電話やメールでお問い合わ

せください。 

 

 

 

 

 

治療の不安を和らげる取り組み 

歯医者さんに苦手意識を持っている方は、とて

も多いと思います。その理由のトップを占める

のが治療中の痛みと、歯を削る時の「キーン」

という音。器械の音が聞こえてくるだけで、ド

キドキしてしまう方も少なくないようです。こ

うした不安があると、ちょっとした刺激でも強い痛みに感じてしまいます。当

院では痛みや音、ニオイに配慮した、患者さんの不安を和らげる治療に取り組

んでいます。 

 

■治療の不安は遠慮せずにお話しください 

当院では不安を取り除く、様々な取り組みをしていますが、それでも不安とい

う方もいらっしゃるでしょう。過去に治療で辛い思いをした方や、麻酔が効き

にくい方は、なおさらだと思います。歯医者さんに悪いと思って我慢する方も

いらっしゃいますが、遠慮せずにお話しください。ドクターに話しにくければ

スタッフでも結構です。痛みや不安を全て取り除くことは無理ですが、具体的

にお伝えいただければ、ドクターも対策を考えます。 
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治療中の痛みを和らげる 

ムシ歯治療の一番の不安は歯を削る時の痛みです。歯を削る時、痛くなる可能

性がある場合は、麻酔をかけて治療をします。針を刺したり、薬を入れる時の

痛みや違和感は、表面麻酔や電動麻酔器、カートリッジウォーマーを使用して

緩和します。 

 

■表面麻酔 

麻酔注射をする前に使用する塗り薬タイプの麻酔薬

で、針を刺す部位の粘膜に直接塗布して使用します。

薬を塗ってからしばらく待つと、周辺が痺れてきて

感覚がなくなります。しっかり効かせてから麻酔をかけると、針を刺した時の

「チクっ」とした痛みがほとんど感じなくなります。 

 

■電動麻酔器 

電動麻酔器は、注入時の速度や圧力を自動制御する

注射器です。麻酔注射をする時の痛みの原因の一つ

に、薬を抽入する時の速度や圧力があります。電動

麻酔器を使うと速度と圧力を一定に保てるので、痛

みや違和感の少ない麻酔が可能です。 

 

■超極細の針を使用 

太い麻酔針を使用すると、針を刺した時の痛みが強

くなります。超極細の 3G（0.26㎜）の針を使用する

ことで、痛みを少なくしています。通常は 30Gの針

を使用するので、どれだけ細いかがお分かりいただけるでしょう。 

 

■カートリッジウォーマー 

麻酔液を温める装置です。冷たい麻酔液を使うと、

注入時の痛みや違和感が大きくなります。カートリ

ッジウォージャーで体温に近い温度に温めておくと、

注入時の違和感を少なくすることができます。 

 

笑気麻酔で痛みに弱い方でも安心 

歯科恐怖症や嘔吐反射が強いので、治療できる歯医者さんが少なくて困ってい

るという方がいらっしゃいます。当院では、笑気鎮静法を行っていますので、

痛みに強い不安のある方でも安心して治療を受けていただけます。 

 

笑気鎮静法は、治療中の不安や恐怖心、ストレス、痛みの感覚を和らげること

を目的とした麻酔法で、一般的には笑気麻酔といいます。誰にでも使える麻酔

法で、特に恐怖心の強いお子さまや心臓疾患、脳疾患などのあるご高齢者、妊
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娠 6ヶ月以降の妊婦さんなどに使用すると、リラックスしてきて不安がなくな

り、治療がスムーズになります。 

 

■笑気鎮静法 

鼻にマスクを付けて、笑気ガス（酸素と亜酸化窒素の

混合したガス）を吸い込むと、3分ぐらいでお酒に酔

ったような感覚になります。マスクを付けたまま治療

をしますので、治療中の恐怖心が薄れていき、リラッ

クスした状態で治療ができます。治療を終える少し前

に、酸素 100％を吸入して麻酔を覚ましますので、そ

のままお帰りいただけます。なお、お車やバイク、自転車で来院した方は、待

合室で 15～20分ほどお休みいただいてからお帰りください。笑気ガスを吸う

と、微かに甘い香りがしますが、人体には無害なガスで、副作用はほとんどあ

りませんのでご安心ください。 

 

ストレスの少ない治療への取り組み 

歯を削る装置の音や診察室の臭いも、患者さんにとっては大きなストレスです。

音の少ない器具を使ったり、BGM などを取り入れて、安心して治療ができる

環境を整えています。 

 

■音の少ない器械 

ムシ歯の治療では、高速回転の「エアータービン」

という器械を使って歯を削ります。振動が小さく、

歯に与えるダメージも少ないのですが、キーンとい

う音がします。「あの音がどうしても苦手」という方は遠慮せずに仰ってくださ

い。治療内容にもよりますが、音の少ないモーターを使うことも可能です。 

 

■BGM で緊張を和らげる 

ヒーリング・ミュージックやリラクゼーション音楽、

α波サウンド、癒しの音楽、ネイチャーサウンドな

ど、ここちよい音楽を流していますので、音楽に耳

を傾けていると心が落ち着いてくると思います。 

 

■薬品の臭いを軽減 

様々な薬を使うため、診察室では独特の臭いがしま

すが。なるべく臭いを抑えるために、密閉容器を使

用したり、一回に取り出す薬の量を減らす工夫をし

ています。臭いを 100％カットすることはできませんが、不快な臭いがありま

したらお伝えください。 
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細菌と咬み合わせの両方をコントロール 

■予防意識の高い日本人 

厚生労働省の平成 11年の調査によると、日本

人の 97％以上の人が、毎日 1回以上歯を磨い

ていることが分かりました。国民の歯に対する

意識の高さがうかがえます。ムシ歯と歯周病は、

細菌が引き起こす病気です。細菌を徹底的に取り除けば予防できるといわれて

いますが、それでもムシ歯や歯周病になる人が絶えません。 

 

■細菌と咬み合わせの両方からアプローチ 

簡単そうに思える歯みがきですが、意外と難しく、歯が複雑な形をしていたり、

舌、頬が邪魔をしたり、磨く場所がよく見えないと、みがき残しができてしま

います。特に咬み合わせが悪いと清掃状態だけでなく、歯に無理な力が加わっ

て歯を痛めることに。ムシ歯や歯周病を防ぐには、細菌と咬み合わせの両方を

コントロールする必要があります。 

 

当院では、お口の中からムシ歯や歯周病をなくすために、細菌と咬み合わせの

両方からアプローチする歯科診療に取り組んでいます。 

歯を悪くする二つの原因 

■【原因 1】細菌 

お口の中は様々な細菌がいますが、ムシ歯と歯周病では、病気を引き起こす細

菌とメカニズムが違います。 

 

●ムシ歯 

歯に付着している歯垢（細菌の塊）が、食べ物と一緒に入

ってきた糖分を分解して酸を発生します。この酸が歯を溶

かして穴をあけます。その状態がムシ歯です。 

 

●歯周病 

歯と歯ぐきの間に付着している歯垢（細菌の塊）が毒素を

出すと、歯ぐきに炎症が起きます。症状が悪化すると歯槽

骨（歯を支えている骨）を溶かします。歯槽骨が歯を支え

きれなくなると、歯がグラついて抜け落ちてしまいます。 

 

■【原因 2】咬み合わせ 

物質が壊れる原因には二つあります。一つは、その物自体が腐敗したり変質す

ることで、もう一つが力によって壊れることです。歯も同様に咬み合わせとい

う力によって歯が割れたり、欠けたり、磨り減ったりします。特にムシ歯や歯



 

Copyright (C) 飛田歯科医院.All Rights Reserved. 

周病の問題がある歯は、咬み合わせによって歯が割れたり、歯が揺すられるこ

とによって歯周病が悪化します。 

 

食べ物を食べたり、唾を飲みこんだり、力を入れ

て食いしばったり、あるいは歯ぎしりをすると、

上下の歯がぶつかり合ったりこすれ合います。そ

れが、何十年間も続くと表面のエナメル質が擦り

減っていきます。 

 

咬み合わせが悪くなると、上下の歯が咬み合った時の、力のバランスが悪くな

り、特定の歯に無理な力が加わって歯周病が悪化したり、ムシ歯リスクが高く

なったり、根を痛めてしまいます。ムシ歯や歯周病を予防するには、歯に無理

な力が加わらない咬み合わせに調整する必要があります。 

 

ムシ歯や歯周病を予防 

■精密検査で問題点を知る 

ムシ歯や歯周病を予防するには、精密検査でお口の中を詳しく調べ、現在の問

題点を探ることが必要です。精密検査を行うことで、現在の問題点と今後予測

できる問題点が浮き彫りになり、それを回避する具体策がとれるようになりま

す。 

■細菌をコントロールする 

折角歯みがきしても汚れが残っていれば、ムシ

歯や歯周病ができてしまいます。また、体質的

にムシ歯や歯周病になりやすい人もいます。ご

自分のお口の状態に合わせた歯みがき法をマ

スターすることで、細菌をしっかりコントロールできます。 

 

■咬み合わせをコントロールする 

歯に加わる力や擦り減り方は、食習慣や食べている物、歯並びや咬み合わせ、

顎の動かし方、歯の質や根の長さ、治療で使った材質や治療後の状態などによ

って個人差があります。食いしばり癖や歯ぎしりがどの程度の度合いなのかに

よっても変わってくるため、咬み合わせの状態を詳しく調べてから調整します。

定期検診で個々の歯の状態やバランスを調べ、歯の表面を削ったり、盛り足し

たりして、1本 1本の歯に負担がかからない咬み合わせに調整します。 

 

■メインテナンス 

治療後の状態を維持するには、定期検診やメインテナンスが重要です。定期検

診で管理していくと、ホームケアでは行き届かない部分を補うことができ、新

たなムシ歯や歯周病の早期発見にもつながります。 
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歯ブラシ指導の重要性 

ムシ歯や歯周病の予防の基本は、メインテナン

スです。メインテナンスには、「セルフメイン

テナンス」と「プロフェッショナルメインテナ

ンス」の 2種類があります。いずれも大切です

が、毎日行うセルフメインテナンスは特に重要

です。セルフメインテナンスは、患者さんが行なう口腔ケア（ホームケア）で、

毎日の歯みがきが該当します。毎日のことですが、正しい歯みがきの仕方を知

っている方は意外と少なく、歯を磨いているのにムシ歯ができる方も少なくあ

りません。そうした方でも、当院の歯ブラシ指導で歯みがきのコツを身につけ

ると、お口の中がどんどんキレイになって歯が健康になっていきます。 

 

一人ひとりに合わせたきめ細かな指導 

予防のためには日々の管理は最も重要です。けれども、毎日の習慣にすること

は大変なこと。そこで、その方にとって清掃効率や使いやすさを考慮した、最

も適した道具と使い方を話し合いながら探していきます。このことで、日々の

歯みがきの負担を軽減します。 

歯の表面だけを磨いていると、がんばって歯み

がきをしても、ムシ歯や歯周病になることがあ

ります。歯と歯の間、歯ぐきと詰め物や被せ物

との間には、汚れがたまりやすく、歯間ブラシ

やデンタルフロスを使わなければ、汚れは落と

せません。また、きちんと歯ブラシが当たっているつもりでも、上手く当たっ

ていない場合もあります。 

 

歯ブラシ指導では、歯科衛生士が患者さんの口腔内の状態に合わせた指導をい

たします。歯ブラシの使い方はもちろん、歯間ブラシやデンタルフロスの使い

方まで、汚れがきちんと落ちる、歯のみがき方を説明いたします。 

 

指導を受けた患者さんからは、「みがき方、説明や治療がていねいで良かった。

歯の健康状態は長年あまり無関心だったので、ここで治療したおかげで安心で

きそうです」、「歯みがきやフロスのやり方、説明や自分の歯の状況などとても

わかりやすかった」と喜んでいただいています。歯科衛生士がていねいに指導

いたしますので、当院の歯ブラシ指導で、ムシ歯や歯周病のない、健康なお口

を作りましょう。 
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歯を健康にする歯みがきのポイント 

歯を健康にする、歯みがきのポイントは、「歯ブラシ選び」、「フッ素の使用」、

「歯冠の清掃」の 3つがあります。 

 

■【1】歯ブラシ選び 

歯ブラシを毎日使っていると、毛先が磨耗して弾力

性も失われます。毛先が反り返っていたり、台座か

らはみ出していると、歯にこびりついている歯垢を

キレイに落とせません。毛先が開いてきたら交換の目安。毛先によって汚れの

落ち方も変わってくるので、毎回同じ種類を選ぶようにしましょう。色々な種

類がありますが、スタンダードでコストパフォーマンスのいい物で充分です。 

 

■【2】フッ素を利用する 

フッ素はWHOでもムシ歯の予防効果を認めている

物質で、歯質を強くしたり、酸によって溶かされた

歯を修復したり、ムシ歯菌の増殖を抑える働きがあ

ります。毎日の歯みがきでは、フッ素入りの歯みがき剤や洗口剤を使うといい

でしょう。また、定期的に歯医者さんで高濃度のフッ素を塗布すると、歯質が

強くなり、より高い予防効果が期待できます。特に小児期のお子さまには、フ

ッ素が効果的です。 

市販の歯みがき剤にもフッ素を配合した色々な種類の物（フッ素の量は基本的

にどれも同じ）が出回っていますので、フッ素入りを選ぶといいでしょう。な

お、フッ素がお口の中に残っている時間が長いほど予防効果が高くなります。

必要以上にすすがないようにしましょう。 

 

■【3】歯間ブラシやデンタルフロスの使用 

歯と歯の間は、ムシ歯になりやすい場所です。歯ブラ

シの毛先が届かないので、歯間ブラシやデンタルフロ

スを使って、しっかり汚れを落としましょう。 

 

電動歯ブラシで歯みがきをパーフェクトに！ 

当院では、歯みがきの効果をより高めるために、電動

歯ブラシの使用をおすすめしています。電動歯ブラシ

は、手を動かして、汚れを落とす歯ブラシです。普通

の歯ブラシと違いパワーがあるので、歯垢の落ち具合

が全く違い、お口の中をより早くよりキレイにするこ

とができます。様々な種類がありますが、当院で実際

に使い、効果を感じたタイプをご紹介しています。 

 



 

Copyright (C) 飛田歯科医院.All Rights Reserved. 

■電動歯ブラシのメリット 

電動歯ブラシの最大のメリットは、歯にブラシを当てただけで、汚れが短時間

でキレイに落とせることです。色々な種類がありますが、回転数が少なかった

り、柄が短いと使い勝手が悪くなり、手で落とした方がキレイになる場合もあ

ります。また、普通の歯ブラシと扱い方が違いますので、みがき方のマスター

も必要です。 

 

電動歯ブラシをメインにし、外出先などでは、普通の歯ブラシを使うのが、理

想的な歯みがき方法だと考えます。歯ブラシ指導では、電動歯ブラシの使い方

も指導いたしますので、詳しく知りたい方は、スタッフまでお声をかけてくだ

さい。 

 

■電動歯ブラシと手用歯ブラシの違い 

電動歯ブラシと手用歯ブラシの違いをお部屋の掃除に例えれば、「ほうき」と「ち

りとり」での掃除と、「掃除機」との違いです。短時間に効率よく掃除ができる

のは掃除機です。ところが高級な掃除機を使っても、その特性をうまく使えな

かったら、「ほうき」と「ちりとり」よりも綺麗になりません。電動歯ブラシも

同様で、うまく使いこなせば短時間に綺麗にできます。つまり道具は使い方が

大切なのです。 

 

自己診断・自己管理ができるようお手伝いします 

ムシ歯や歯周病を予防するには、歯医者さんで

の定期的なメインテナンスも大切ですが、ご自

身での維持管理も重要です。歯を悪くした方の

お口を拝見すると、自己診断や自己管理が上手

くできていない方が多いようです。ムシ歯や歯

周病の原因や予防の知識、歯みがきの技術を身につけることで、正しい自己診

断・自己管理ができるようになります。 

 

当院では、歯科衛生士がお口の健康に関する知識を分かりやすく説明し、患者

さんに合ったきめ細かな口腔ケアの技術を指導いたします。自己診断・自己管

理ができるよう、歯科衛生士がしっかりサポートしますので、しっかり身につ

けてお口の健康を守りましょう。 

 

定期検診で自己診断・自己管理をサポート 

歯みがきの時間を気にする方がいますが、時間に決まりはありません。汚れが

落ちたと感じるまで磨いてください。その目安になるのが、定期検診を受けた

後の感覚です。 
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メインテナンスを受けると、歯の表面がつるつるになって、舌触りが滑らかに

なります。なるべくその状態に近づけるように磨いていくと、隅々まで汚れが

落ちて、お口の中がきれいになります。メインテナンスでキレイになった感覚

は、時間が経つとだんだん薄れていきます。それを呼び覚ましてくれるのが定

期検診です。 

 

定期検診の目的は、自己診断・自己管理ができ

るようになることです。お口の中を徹底的にキ

レイにして舌触りや歯ぐきの引き締まった感

覚をつかんでもらうと、自己診断ができるよう

になります。お口の中の問題点やみがき癖など

を再認識し、それを改善する方法を身につけることで、自己管理ができるよう

になります。この二つができるようになるようにお手伝いするのが当院の定期

検診です。 

 

ムシ歯と歯周病の予防 

ムシ歯と歯周病は、歯垢（細菌の塊）によって引き起こされる、お口の中の感

染症です。 

 

 

●ムシ歯 

ムシ歯を作る原因は、歯垢（ムシ歯菌の塊）と食べ物に含ま

れる糖分です。食事などで糖質がお口の中に入ってくると、

歯に付着した歯垢が分解して酸を出します。この酸が歯を溶

かすことで、ムシ歯になります。ムシ歯を防ぐには、お口の

中から歯垢を取り除き、糖分の入ってこないようにして酸で溶かされないような環

境を整えることです。これを実践していくと、ムシ歯になりにくい環境になります。 

 

●歯周病 

歯周病は、歯垢の出す毒素によって、炎症が起きる病気です。

歯と歯ぐきの境に歯垢が付着すると、歯垢が出した毒素で歯ぐ

きに炎症が起き、腫れや出血などの症状が現れます。徐々に骨

歯槽骨（歯を支えている）を溶かしていくと歯がぐらつくよう

になり、悪化すると歯が抜け落ちてしまいます。歯周病を防ぐには、歯と歯ぐきに

付着している歯垢を徹底的に除去して、細菌の繁殖しない環境を整えることです。 

 

■ムシ歯・歯周病を防ぐ 3つの対策 

当院では、患者さんが一人でも取り組めるよう、ムシ歯・歯周病の予防の指導

をしています。ムシ歯と歯周病の予防で大切なことは、「食生活」と「お口の

衛生管理」、そして「科学的予防」です。この 3つを、日々、実践していくこ

とで、ムシ歯や歯周病の予防につながります。 
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●お口の衛生管理 

食事を食べたり飲んだりするとお口の中が汚れて、

ムシ歯になりやすい環境を作ります。お口の中を清

潔にすることでムシ歯や歯周病を防げますが、それ

には口腔ケアの知識と技術を身につけて、毎日の習慣にしていくことが大切で

す。歯みがきは衛生管理の基本中の基本。歯ブラシ指導を受けて、正しい方法

をきちんと身につけましょう。 

 

●食生活の改善 

食事は健康な身体をつくり、食べた物は歯に影響を

与えます。なるべくバランスのいい、身体に合った

食習慣を身につけましょう。特に甘いお菓子やジュ

ースに含まれている砂糖はムシ歯の原因になりますので、糖質をコントロール

することが大切です。お子さまのお口の中に糖分が入ってこなければ、歯みが

きをしなくてもムシ歯になることはほとんどありません。おやつや間食には、

甘いジュースを止めてお茶やお水にし、糖分の入っていないおにぎりやサンド

イッチに変えましょう。また、クラコットやグリッシーニ、塩分を含まないお

しゃぶりこんぶ、干し芋、バナナなども、お子さまが喜びます。 

 

 

●科学的予防 

科学的予防とは、科学的な効果が認められているフ

ッ素やクロールヘキシジンなどの物質を使った予防

法です。 

 

・フッ素 

ムシ歯予防に効果があり、歯質を強くし、酸に負けない歯を作ったり、細菌の繁殖

を抑えたり、再石灰化を促す働きがあります。歯医者さんでのフッ素を塗布や、フ

ッ素入りの歯みがき剤などを使うと効果的です。 

 

・クロールヘキシジン 

歯周病予防に効果がある殺菌剤で、歯肉の炎症を抑えたり、細菌の増殖を抑える作

用があります。 

 

歯みがきの時間 

衛生管理の基本ですが、仕事が忙しかったり外

出していると、食後の歯みがきができないこと

もあるでしょう。歯みがきができないと、気に

なるかもしれませんが、あまり神経質にならな

くても大丈夫です。ムシ歯や歯周病の原因は細

菌ですが、数が少なければ影響ありません。細菌が歯に付着して歯を壊し始め
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るには時間がかかります。実験では 48時間といわれる資料もあります。とい

うことは、1日 1回は隅から隅まできっちり細菌を除去できれば細菌が原因の

ムシ歯と歯周病が予防できるのです。 

 

「今週は忙しくて 1日 1回もしっかりと磨けない。」このような場合には次の

週にがんばりましょう。もし 1週間続けることができなくても、しっかり汚れ

を落とせば大丈夫です。一人ひとり生活パターンが異なりますので、ご自分の

ライフスタイルに合わせた歯みがきをしてください。 

 

朝とお昼は軽く汚れを落とす程度で、夕食後にしっかり歯を磨いてもいいです

し、朝と夜は軽くても、昼食後に電動歯ブラシで隅々まで汚れを落としてもさ

しつかえありません。ご自分でペースを考えて無理のない歯みがき習慣を身に

つけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

治療について  

（当院の主な治療）  
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歯周病は治ります 

このような症状はありませんか？ 

・歯ぐきから血が出る ・歯ぐきが腫れる ・歯がグラグラする 

・硬いものが噛めない ・歯が長くなってきた ・前歯に隙間があいてきた 

・周りの人からキツイ口臭がするといわれる ・お口の中がネバネバする 

もし、上記のような症状があれば、歯周病の疑いがあります。そのままにして

おくと、どんどん悪くなるだけです。なるべく早急に歯医者さんに行き、歯周

病検査を受けましょう。 

 

歯周病は早期治療で治る病気 

歯周病は、日本人成人の約 80％が感染している

口腔内の感染症です。歯周病菌に感染すると、

歯を支えている顎の骨が溶けていき、歯ぐきの

出血や腫れから始まり、進行すると歯がぐらつ

いて、やがては抜け落ちてしまします。日本で

は歯を失う率がムシ歯よりも高く、歯を失う原因のトップが、この歯周病です。 

歯周病が恐ろしいといわれるのは、初期症状がほとんどなく、症状が現れた時

にはかなり進行しているからです。歯周病＝歯が抜け落ちると考えると、非常

に不安になりますが、早期発見・治療でほぼ完治でき、重度の歯周病でもきち

んと治療をすれば、進行を食い止めることができます。大切な歯を歯周病で失

わないためにも、早期発見・治療を心がけましょう。 

 

当院の歯周病治療 

歯周病を根治させるには、歯周病の症状に合わ

せた適切な治療が必要です。歯周ポケットの深

さや歯の動揺など、治療の前に精密な検査を行

い、歯周病の状態を詳しく調べ、患者さんと相

談しながら、治療方針を決定することが大切で

す。歯周病治療では、歯周病の原因となる、歯周病菌を徹底的にコントロール

し、咬み合わせや骨の状態を見ながら、必要に応じて咬み合わせの調整や歯周

外科の処置を行います。 

 

■【治療 1】プラーク・コントロール・プログラム 

歯周病は、お口の中の細菌を減らすことがもっとも大切です。個々の状態に応

じた日々のお手入れの方法を改善すると共に、薬剤を用いた化学的予防を行い

ます。 
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■【治療 2】原因を除去して、細菌をコントロールする 

歯周病治療の基本ともいえる処置で、歯周病を引き起こす原因菌を歯科衛生が

徹底的に除去します。症状や細菌の付着具合によって、処置が変わってきます。 

 

●歯石除去（スケーリング） 

歯周病知慮の基本ともいえる治療法で、歯ぐきから上の歯石を除去する治療です。

スケーラーという器具を使い、歯石と一緒に原因菌を根こそぎ除去して、細菌をコ

ントロールます。 

 

●SRP（ルートプレ―ニング） 

SRPは、歯ぐきの下の歯石を除去し、歯の根の表面を磨くことで歯石をつきにく

くする処置で、歯周病が進行して歯周病ポケットの内部に歯石が付着している場合

に行います。器具を歯周ポケット内部まで入れますが、痛みはほとんどありません。

万が一痛みがある場合は、麻酔をして行います。 

 

●メインテナンス 

歯周病は何もしないでいると必ず再発する病気です。病気の進行を抑えるためにも、

日々のメインテナンスが何より重要になります。定期健診やメインテナンスを受け

て、お口の中の環境を整えましょう。 

 

■【治療 3】咬み合わせを調整して負担を軽減する 

歯周病が進行すると、歯を支える骨が少なくなり、咬み合わせが合わなくなっ

てきます。そのままにしておくと、無理な力が加わり、歯周病が悪化します。

そこで咬み合わせを調整して、口腔内のバランスを整えます。1本 1本ごとに

骨の量が異なりますので、歯を削ったり盛り足したりしながら、綿密に調整し

ます。 

 

■【治療 4】歯周外科で骨を再生する 

歯周病で多くの骨を失うと、SRPで原因菌を除去しても、歯周ポケットの深い

部分と歯肉に炎症が残っています。それらを改善するために歯周外科（骨修正

や骨再生）を行います。外科手術になりますが、術後 1ヶ月くらいは冷たい物

や熱い物がしみる場合があります。多くの方は違和感がある程度ですが、1割

程度、痛みや腫れが 1週間くらい続く方もいらっしゃいます。 

 

失われた骨を再生する再生療法 

重度の歯周病になると、細菌によって骨が溶かさ

れて、歯を支えきれなくなります。昔でしたら、

抜歯しか治療法はありませんでしたが、最近では

新しく骨を作る「再生療法」が行なわれるように

なりました。再生療法には「エムドゲイン」と「GTR」

があり、これにより歯を残せる可能性が飛躍的に高まりました。当院でも、エ

ムドゲインや GTRによる、高度な再生療法を行っています。 
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【再生療法】エムドゲイン 

ブタの歯の組織から抽出したゲル状の物質です。豚の子供の歯が生えてくる時に重

要な働きをするタンパク質の一種で、歯周外科で骨を再生させたい患部の骨と歯の

根にエムドゲインのゲルを塗布すると、失われた骨の再生を促す働きがありありま

す。スウェーデンで開発し、現在では世界 44カ国で認可がおりています。 

 

【再生療法】GTR 

メンブレンと呼ばれる膜と自家骨を使った再生療法

です。歯周外科の時に、再生したい部分に自家骨を埋

め、その上からメンブレンを被せて骨を再生させます。 

 

■再生療法について当院の考えかた 

当院の歯周病治療は、進行を食い止めて現状よりも悪くさせないことを目標に

しています。それは、現在の歯周病治療では、進行を止めることはできても、

失った歯槽骨を完全に再生させることは難しいためです。再生療法は骨を再生

させる素晴らしい治療ですが、患者さんによって良好な治療結果が得られない

場合もあります。また、手術に伴うリスクも少なからずあります。 

歯周外科を行う場合は、精密に検査をして正確に診断し、メリット・デメリッ

トを説明した上で、患者さんから同意を得られた場合にのみ対応しています。

また、再生療法を行う場合は、術後の管理をしっかり行い、再生した歯をより

長く使えるように努力いたします。再生療法を望まれる方は、このことをご理

解いただいた上で、治療を受けていただきたいと考えております。 

歯周病の再発を防ぐために 

歯周病治療を終えたからといって安心してい

ると再発する恐れがあります。最近の研究によ

ると、免疫力が低下すると歯周病に影響を与え

ることが分かってきました。糖尿病などの全身

疾患や過度な喫煙、ストレスは、免疫力を低下

させて歯周病も悪化させます。お口の中だけでなく、全身の健康管理にも気を

つけましょう。 

 

■歯周病と喫煙の関係 

喫煙は歯肉の血液循環を悪くし、歯周病に対する抵抗力を低下させます。また、

喫煙習慣があると、歯周病の治療をしても治りが悪くなり、治療効果が低くな

ります。 

 

■歯周病と全身疾患の関係 

歯周病は、歯周ポケット内部での細菌と免疫力との戦いです。免疫力を低下さ

せる全身疾患や、唾液の分泌量が低下すると、歯周病の進行を早める要因にな

ります。特に糖尿病は免疫力の低下と唾液の量を減少させますので、糖尿病が

ある方は、注意が必要です。 

  



 

Copyright (C) 飛田歯科医院.All Rights Reserved. 

健康な歯ぐきと美しい口元で、充実した人生を取戻します 

・歯がくすんでいて、年齢よりも老けてみえる。 

・歯の大きさが不揃いなので、形を揃えたい。 

・見た目だけでなく、長持ちする被せ物を入れたい。 

 

いつまでも若さを保ちたい、キレイでありたい

と思うのは、誰もが願うこと。いくら服装やス

タイルに気を配っても、歯の色がくすんでいた

り形が不揃いだと、年齢よりも老けた印象を与

えてしまいます。そのような悩みを解消する治

療が審美歯科です。審美歯科は、より美しい口元に近づける歯科治療です。白

くて美しい被せ物を被せたり、ホワイトニングで歯を白くして、口元の見た目

の悩みを解消します。 

 

当院が考える見た目の美しさには、健康な歯と歯ぐきも含まれます。お口の中

は加齢とともに、歯周病リスクが高くなり、歯並びが崩れてきたり口臭などの

トラブルが増えます。見た目の美しさも大切ですが、それ以上にしっかり噛め

て食べられるようになり、長持ちするように仕上げることが重要です。食事を

美味しく食べられるようになって口元が美しくなると、元気で明るい毎日が過

ごせるようになります。当院の審美歯科で、患者さんの健やかで充実した人生

をサポートいたします。 

 

カウンセリングを重視した審美歯科 

審美歯科治療で美しい口元を作るには、患者さ

んのご要望と歯の状態を知ることが不可欠で

す。当院では、より良い結果を得るために、カ

ウンセリングと診査・診断を重視しています。 

 

一口に審美歯科といっても、詰め物や被せ物による治療やホワイトニングなど

があり、その中から、治療法を選択するのは、実は大変なことです。患者さん

のお口の状態を知り、ご要望を伺うことは、もちろんですが、それを踏まえた

上で患者さんご自身にも、治療法について正しく理解していただかなければよ

り良い選択はできません。 

 

カウンセリングでは、患者さんが気になっている部分を具体的にお聞きし、ど

のように改善したいのかを伺いながら、治療方法や費用、期間など、治療に関

するご要望を明確にしていきます。また、治療をすることで得るメリットはも

ちろん、治療後、予測できるお口の変化や問題、お手入れの仕方などについて
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もきちんと説明いたします。もし、疑問や不安があれば遠慮なく質問してくだ

さい。一つひとつていねいにお答えしてクリアにしていきます。せっかく美し

くしても、ご要望通りの治療でなければ後悔が残ります。そうならないために

も、カウンセリングで充分に話し合い、納得した上で治療法を選択してくださ

い。 

 

審美歯科メニュー 

■オールセラミックス 

金属を一切使わない、セラミック（陶材）だけで作る被

せ物です。セラミックは審美治療の中でもっとも美しい

素材で透明感があり、強い光でも白く浮き上がらずに自

然に見えます。耐久性があり、割れたり欠けることは、

ほとんどありません。歯を削る量が多くなるので、歯の

状態によっては適応が難しい場合もあります。 

 

■メタルボンド 

金属フレームの上からセラミックを覆った被せ物や詰め

物です。審美性、耐久性、適合性がよく、総合的に優れ

ている素材です。30年以上の歴史がある安定した素材で

すが、歯よりも硬い材質なので咬み合う歯を磨耗させる

ことがあります。 

 

■エステニア 

高分子化合物で作る、詰め物や被せ物です。天然の歯に

近い色や形を作ることができ、セラミックよりもキレイ

に仕上がり、しかも費用を抑えることができます。ただ

し耐久性に欠けるため、長年使用すると材質が劣化して

変色や磨耗します。 

 

■ラミネートベニア 

歯の表面に張り付ける、セラミックスで作った薄いシェ

ル状の人工歯です。歯の表面をごく薄く削り、その上か

らラミネートベニアを被せます。歯を削る量が少ないの

でダメージがありません。歯の表面の一部が欠けたり変

色した場合は、ラミネートベニアが適しています。 
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バリバリ噛める入れ歯をお作りします 

入れ歯は失った歯の機能を取り戻す治療法の

一つで、人工の歯を装着して回復させる治療で

す。取り外しができ、残っている歯にバネをか

けて固定させます。 

 

入れ歯はインプラントやブリッジに比べると、比較的治療が簡単で治療期間が

短くてすみ、治療費も抑えることができます。しかし、バネで固定させるので

金具が目立ったり、ズレたり、外れたり、噛んだ時の痛みなどがあり、入れ歯

を敬遠する方も多いようです。入れ歯には保険と自費の二種類があり、保険の

入れ歯は審美性や安定性に欠けますが、素材やリハビリなどを行うと快適にお

使いいただけます。当院では、バリバリ噛めて、美味しく食べられる、快適な

入れ歯をお作りしています。 

 

入れ歯を使いこなすための調整 

入れ歯にすると、その日からバリバリ噛めると思っている方が多いようですが、

使いこなせるようになるには、ステップを踏みながらトレーニングや調整を重

ねていく必要があります。これは、義手や義足を使っている方が、慣れるまで

に時間がかかることを考えれば、ご理解いただけると思います。 

 

■入れ歯にトレーニングや調整が必要な理由 

食べ物を食べたり喋ったりする時、唇、舌、ほ

ほも動きます。そのため、装着した入れ歯まで

動いてしまい、不安定になります。口の動かし

方を慣らしていくと、入れ歯が安定して硬い物

でもしっかり噛めるようになります。次第に強い力で噛めるようになると、今

度は入れ歯が歯ぐきに食い込むようになり、唇や舌も大きく動くので、痛くな

ったり、すれたりします。そこで調整すると入れ歯は安定します。筋肉も鍛え

られて、さらに強く噛めるようになりますが、次は歯ぐきに強く当たるように

なってまた痛くなり、調整が必要になります。このように、一つの問題を解消

すると、次の不具合がでてくるので、使いこなせるようになるまでには何回も

調整が必要です。 

 

メインテナンスで今ある歯を守る 

入れ歯に慣れると、バリバリ噛めるようになりますが、バネで固定させるため、

他の歯に負担がかかり、将来的に他の歯も失う可能性があります。入れ歯を快

適に使うコツは、今ある歯を長く使えるようにすること。噛めるようになるこ
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とだけを考えずに、今残っている歯を失わないようにする努力が必要です。新

たなムシ歯や歯周病を作らないためにも、セルフメインテナンスをきちんと行

い、定期検診やメインテナンスをしっかり受けましょう。 

 

当院の入れ歯メニュー 

■金属床 

上顎と密着する床部分に金属を使った入れ歯です。強度

と耐久性があるので、床部分が薄くなります。装着した

時にお口の中が広くなって違和感が少なく、舌の動きも

スムーズになり、発音もしやすくなります。金属は食べ

物の温かさや冷たさが伝わるので、食事を美味しくいただけるようになります。 

 

■チタン床 

床部分にチタンを使用した入れ歯で、軽くて強度があり、

違和感の少ない入れ歯です。チタンはインプラント体に

使用する金属で、生体親和性に優れていてアレルギーの

起きにくい金属です。 

 

■コーヌスクローネ 

残っている歯を土台にして、その上から蓋をするように

装着する入れ歯です。歯と入れ歯を筒のように二重構造

になるので安定性が高くなり、ズレたり、外れることが

ありません。しっかり噛めるようになりますが、残って

いる歯に負担がかかるため、精密な調整が必要です。残っている歯を長持ちさせる

ためにも、メインテナンスは欠かせません。 

 

■磁性アタッチメント 

磁石を使って固定させる入れ歯です。残っている歯に金

属を埋め込み、その上から、磁石を取り付けた入れ歯を

装着して使います。磁石が強力にくっつくので、非常に

安定性が高く、ズレたり、はずれることがありません。

残っている歯の本数が少ない場合や、歯の根が弱くて、コーヌスクローネが難しい

場合などに有効な入れ歯です。 

 

■軟性義歯 

特殊樹脂を使ったソフトな入れ歯です。ソフトな素材を

使うことで、歯ぐきに当たった時の負担が少なくなり、

装着時の違和感や痛みを軽減します。歯ぐきが弱くて傷

つきやすい方や、普通の入れ歯では痛みや違和感が強い

方に適しています。ただし、耐久性が弱いため、3年を目安に作り変えの必要があ

ります。 
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当院の矯正治療 

このような矯正治療の悩みをお持ちの方はいませんか？ 

 

・歯並びを治したいけど矯正装置をつけるのはイヤ。 

・目立たない矯正装置を使いたい。 

・取り外しができる矯正装置がいい。 

・誰にも気づかれずに矯正したい。 

・矯正したのに、後戻りしてしまった。 

 

こうした悩みがあり、矯正治療をためらってい

る方が多いようです。でも諦めないでください。

インビザラインでしたら、誰にも気づかれずに

矯正ができます。当院では、インビザラインを

使った矯正治療を行なっています。独自の診断

システムを確立し、一人ひとりに合った理想的な歯並びへと導きます。歯並び

でお悩みの方は当院までご相談ください。 

 

 

当院のインビザラインの特徴 

インビザラインの導入が日本で始まってから

10年が経ち、今では代表的なマウスピース矯正

として定着しています。この治療法でもっとも

大切なのは診断です。 

 

同じ矯正治療でも、一般的なワイヤー矯正とインビザラインでは、歯の動かし

方が全く違い、ワイヤー矯正で簡単にできることがインビザラインではできな

かったり、インビザラインにはできてもワイヤー矯正にはできないことが多々

あります。そのため、インビザラインの特徴を知り尽くした、経験豊富なドク

ターでなければ、正確な診断が難しくなります。 

 

当院では、アジア地区のトップドクターで、長年インビザラインの研究に携わ

っている先生と連携して当院独自の診断システムを確立し、正確な診断を行っ

ています。院内で診査診断と治療計画を作成。それをもとに、専門ドクターの

チェックを受けることで、精密な矯正ができます。セカンドオピニオンとして

のフォロー体制を万全に整えて、理想的な治療を提供いたします。 
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インビザラインとは 

インビザラインは、1997年にアメリカで開発

したマウスピース矯正で、歯型に合わせたマウ

スピースを 2週間ごとに交換しながら歯を移動

させていく最新の矯正システムです。 

 

これまでの矯正法との大きな違いは、コンピューター上でシミュレーションが

できること。歯並びの画像をコンピューターに取り込んで専用ソフトを使い、

もっとも効率のよい歯の動きをシミュレーションすることができ、治療修了後

の状態がイメージできます。シミュレーションデータをもとに、アメリカのイ

ンビザ社でアライナーと呼ばれるマウスピース装置を製作します。治療期間中

に使用する装置を一括して作り、2週間ごとに新しい装置と交換して歯を移動

させます。 

 

■データベースから、理想的な歯の動きを追求 

インビザラインは全世界の臨床結果をデータ化して、最適な歯の動かし方を研

究しています。1997年の開発から今日に至るまで、6回のバージョンアップを

行い、治療方法や材料、シミュレーションシステムなどに改良を加えました。

それにより、5年前に適応できなかった症例でも治療ができるようになりまし

た。今後のさらなる改良に期待が高まります。 

■インビザラインの特徴 

●目立たない 

アライナーは、透明プラスチック製です。装着していてもほとんど目立ちませ

んので、受け付けや営業職など、人と接する機会の多い方でも、人目を気にせ

ずに矯正できます。 

 

●痛みが少ない 

2週間に一度、0.25mm、少しずつ歯を動かしていくので、ワイヤー矯正のよう

な、調整時の強い痛みはありません。 

 

●取り外しが簡単 

容易に取り外せるので、食後に取り外して洗うことができます。歯みがきも簡

単にできるので、治療中のムシ歯の心配もありません。 

 

●治療後の状態が分かる 

1回の型取りで全てのアライナーを作るので、患者さんの負担を軽減できます。

また、コンピューターでシミュレーションを行うので、治療後の状態を確認す

ることができます。 
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私がインビザライン矯正にこだわる理由 

インビザラインは、一般的に装置が目立たず取り外しができる点を強調されが

ちですが、矯正治療の新技術としても革新的な治療方法なのです。もちろん、

従来の矯正治療の方が有利な点もありますが、私のような顎関節、咬み合わせ、

修復治療を主としている臨床家にとっては、インビザライン矯正の方が有利な

点が多いのです。 

 

1）常に改善されて進化しています 

全世界から送られてくる矯正の治療計画と、その結果を全てデジタル化して分

析しているため、常に大量の成功例と失敗例とを分析することが可能です。そ

のため莫大なデータから、より良い治療方法を統計的に考え改善され、進化し

続けています。 

 

2）歯と顎関節への負担が少ない 

歯の移動を最も効率よく最短距離で移動させ、治療中に上下の歯が接触するこ

とが少ないので、歯への負担が軽減されます。また、矯正装置がマウスピース

なので顎関節への負担も軽減されます。 

 

3）治療のシミュレーションが可能なので様々な治療方法の選択が可能 

インビザラインでは治療過程と治療完了時の歯並びをコンピューターの画像上

で確認することが可能です。そのため、治療期間や歯並び、歯を抜くなどの治

療方法による違いを事前に比較しながら確認することが可能です。 

 

4）理想的な咬み合わせが可能 

歯並びだけではなく上下の歯の咬み合わせの状態まで事前にシミュレーション

可能なので、個々の状態（歯の大きさ、形、修復など）に適応した咬み合わせ

に対応することが可能です。 

 

5）治療後の後戻りも治療直後の状態に戻せます 

治療完了時の歯の位置のデータが保存されていますので、リテーナーの紛失や、

使用されなかった場合に歯が動いてしまった場合など、少しくらいの後戻りで

あれば治療直後に戻すことが可能です。  
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その他の治療について  

 

 

 

 

 

 

 

 

歯を長持ちさせるムシ歯治療 

ムシ歯というと、穴が開いている状態をイメー

ジする方が多いと思います。穴が大きくなると、

しみたり痛みがあり、治療も大変です。ムシ歯

は歯の表面がゆっくり溶けていき、徐々に大き

くなっていくので、早期に発見すれば簡単な治

療で済みます。 

 

せっかくムシ歯治療をしても、メインテナンスを行なっていないと、新たなム

シ歯を作ってしまいます。当院では、歯を長持ちさせるために、検査やカウン

セリング、メインテナンスを重視した、ムシ歯治療に取り組んでいます。 
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予防歯科の大切さ 

歯ブラシの使い方や自分に合った口腔ケアが

わからなかったり、理解しているつもりでも、

ムシ歯になってしまうことがあります。予防歯

科では、歯みがきの仕方はもちろん、一人ひと

りに合った、適切な口腔ケアのアドバイスを行

っています。一人ではどうも要領を得ないという方は、当院の予防歯科をぜひ、

受けてください。きっと、その日から意識が変わってセルフメインテナンスの

大切さをご理解いただけると思います。 

 

■予防歯科とは 

予防歯科は、ムシ歯や歯周病の予防を目的とした診療科目で、歯のクリーニン

グやフッ素塗布をしてお口の中の衛生環境を整える予防的な処置を行います。

予防歯科の中には、予防を目的とした指導も含み、ブラッシング指導や口腔ケ

アの指導を行って、お口の健康の維持管理のサポートをします。 

 

 

 

お子さまに無理をさせない小児歯科 

歯医者さんが苦手なお子さまは多く、診察室に

入ると緊張して、泣きだしそうになることがあ

ります。怖がっているのに無理に治療をすると、

それが原因で歯医者さん嫌いのお子さまにして

しまう恐れがあります。当院では、お子さまに

決して無理はさせません。なるべくがんばって治療を受けて欲しいと思います

が、どうしても無理な場合は治療をしません。いずれ、怖がらなくなる日が来

るので、その時に治療をするのが、お子さまとってベストな治療のタイミング

だと、当院では考えています。 
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当院のホワイトニング 

歯の黄ばみや変色が気になるけど、削って被せ

物を入れるのはいや。そんな方におすすめの治

療がホワイトニングです。ホワイトニングは、

歯を削らずに専用の薬を使って歯を白くする

治療法です。 

 

当院では、患者さんご自身がご自宅で行う「ホームホワイトニング」を採用し

ております。効果が現われるまでの期間は個人差によって異なりますが、患者

さんのライフスタイルに合わせて施術できるのが特徴です。 

 

■ホームホワイトニング 

ご自宅で好きな時間にできるホワイトニングです。専用のマウスピースを作り、

その中に専用のホワイトニングジェルを入れて装着する簡単な方法です。薬剤

が歯の内側に浸透していき、ゆっくりと白くしていきます。白くなるまでに数

週間かかりますが、期間を調整することで好みの白さに調整できます。 

 

 

当院のインプラント 

抜歯後の治療には、入れ歯やブリッジがありま

すが、違和感があったり、健康な歯を削る必要

がります。インプラント治療もありますが、手

術を必要とするため、関心はあっても治療に踏

み切れない方もいるようです。 

 

当院のインプラントは、専門医との連携による、安全で安心なインプラント治

療です。難しい症例には、経験豊富なドクターが立ち会いながら、安全・安心

を最優先にした手術で危険を回避します。ケースによっては専門医に来ていた

だく場合と、一部の手術を専門医（芦屋市）へ行っていただく場合とがありま

す。しっかり噛めるインプラントの提供に努めていますので、インプラントに

ご興味をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。カウンセリングでじっくり

説明いたします。 
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親知らず（智歯） 

親知らずが生えてきても、全く問題のない人も

いますが、腫れや痛みに悩まされる人も少なく

ありません。トラブルがあるのにそのままにし

ておくと、隣の歯をムシ歯にしたり、歯並びを

悪くする恐れもあります。一般的には大学病院

などで抜歯をしますが、当院でも親知らずの抜歯ができます。 

 

難しいケースは岡山大学口腔外科のベテランの先生をご紹介しています。技術

も高く長年に渡ってお願いしていますので信頼関係も十分です。ただし、教育

者であり指導者でもありますので、ご予約を取りにくいことがあります。なる

べく腫れや痛みの少ない抜歯を心がけていますので、親知らずでお悩みの方は、

なるべく早めにご相談ください。 

 

 

 

 

 

咬み合わせの治療 

このような症状はありませんか？ 

 

・口を開けると顎がカクカクと音がする・顎を動かすと顎間接のあたりが痛い 

・顎が痛くて口が大きく開かない・歯が上手く咬み合わない 

・どこで噛んだらいいのか分からない・食べ物が噛みにくい 

 

このような症状で悩んでいるとしたら、咬み合

わせに問題があるのかもしれません。咬み合わ

せに異常があると上手く噛めないだけでなく、

顎関節症の症状も現れます。歯並びも崩れてい

き、どんどん咬み合わせが悪くなります。当院

では、顎関節症や咬み合わせを改善する、咬み合わせ治療を行なっています。

咬み合わせや顎の症状でお悩みの方は、当院までご相談ください。 
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医院について  

 

 

 

 

 

 

 

 

院長あいさつ 

こんにちは。飛田歯科医院の三代目院長・飛田

晴康です。当院は、大正 13年、祖父が開院し

て以来 80年以上にわたり、地域の皆さんの歯

の健康を守り続けてきました。平成 17年、二

代目の父の後を受け、三代目院長として私がそ

の後を引き継ぎました。ご年配の患者さんの中には、父の時代から通ってきて

くださる方もあり、折に触れて父と思い出を話してくださいます。そんな話を

聞いていると、父、そして祖父は患者さんにとって重要な存在であり、信頼さ

れていたのだということがひしひしと伝わってきて、改めて「歯のホームドク

ター」としての責任を強く感じています。 

 

私が目指す歯科医療は、「皆さんのお口の健康を長く維持することで、より豊か

な人生を過していただく」ための支援です。歯が長持ちする治療を提供して、

きめ細かなメインテナンスや定期検診で、自己診断・自己管理のお手伝いをい

たします。 
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当院の一番の喜びは、治療した歯が、10年、20年先まで長持ちし、患者さん

から「飛田歯科医院で治療をしてもらって、本当によかった」と思っていただ

けることです。それを励みに、スタッフ一同、真摯な気持ちで日々診療にあた

っています。無料カウンセリングも実施していますので、歯でお困りの方やお

悩みのある方は、お気軽にご相談ください。 

 

院長経歴 

飛田歯科医院 院長／飛田晴康（とびたはるやす） 

 

昭和 34年 10月 岡山市生まれ 

昭和 60年 大阪歯科大学卒業  

昭和 60年～ 東京都港区：近藤歯科勤務（包括歯科医療

研究会所属） 

昭和 62年～ 京都府園部：高屋歯科勤務 

（大阪府高槻市：河合矯正歯科にて矯正学研修） 

平成 3年～ 神戸市東灘区：足立優歯科診療所勤務 

平成 7年～ 岡山市：飛田歯科医院勤務 

平成 17年～ 飛田歯科医院院長 

 

【研修】 

・佐藤直志：歯周外科臨床セミナー 

・国際デンタルアカデミー  

・歯科矯正学：河合秀一先生に師事 

・L.D.Pankey， F.Harold Wirth Tokyo セミナー 

・I.D.A.Club 

・L.D.Pankey Institute Irwin M. Becker Tokyo セミナー 

・Dental Research International 

・Dr. Roach（アメリカ審美歯科学会会長）セミナー 

・Dr. P.Dawsonセミナー 

（アメリカフロリダ：Center For Advanced Dental Studyにて） 

・Dr. Kobernick（アメリカ：歯周病・審美矯正専門医）セミナー 

 

【所属団体】 

・NPO 法人 明日の歯科医療を創る会 POS 講師 

・デンタルカウンセリングセミナー 講師 

・大阪デンタル・リサーチ・グループ会員 

・神戸歯科臨床研究会会員 
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受付・待合室 

 

 

 

 

 

診療室 
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メインテナンス専用個室 

 

カウンセリングルーム 

 

 

ブラッシングスペース 

 

感染対策 
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飛田歯科医院 

 

【住所】 

〒700-0806 

岡山県岡山市北区広瀬町 11-19 

 

【電話番号】086-222-3194 

 

【診療時間】 

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 

9：00～13：00 ○ ○ ○ × ○ ▲ × 

15：00～18：30 ○ ○ △ × ○ ▲ × 

△：水曜 17：00まで ▲：土曜 9：00〜12：30／14：30〜18：00 

（第 3土曜のみ午後 14:00～17:00） 

休診日：木曜・日曜・祝日 

 

【アクセス】 

JR岡山駅から岡電バス「妙善師 三野」方面行き 

「南方交番前」下車 徒歩 3分 

 

 

 

 


