診療科目
●

予防歯科

●

小児矯正歯科 ● 矯正歯科 ● ホワイトニング

●

● インプラント

●

審美歯科 ● 小児歯科
一般歯科 ● 保存歯科

Care Cure歯科松戸

診療日時

セレックセラミック
治療の特長

本院

❶来院された当日に完成しま
すので、清潔にした歯の表
面（ 象 牙 細 管 ）の 細 菌 汚 染
を防いで、2次虫歯の予防

分院

曜日

診療時間

セレックセラミック治療は、深い虫歯の方におすすめでき

月曜〜金曜

9:30〜21:30

る治療法です。当院では、虫歯の治療に来られた患者様の

土曜・日曜・祝日

10:00〜18:00

多くが、再発防止として、選択され、ご満足をいただいて

月曜

10:00〜12:30／14:00〜18:30

います。
このセレックセラミック治療は、一般的な詰め物に

火曜・水曜

10:00〜12:30／14:00〜19:30

よる処置に比べて、経過の良さ・治療回数・耐久性・審美性

木曜・金曜

10:00〜12:30／14:00〜18:00

などが技術革新によって格段にアップしています。

土曜・日曜・祝日 10:00〜13:00／14:00〜18:00

当院は、専門の歯科技工士との連携で千葉県北西部地区

（＝再発防止）になります。

において1.2を競う治療実績があり、信頼性も高く安心し

休診日

❷当日の治療ですので、その

て治療を受けていただけます。

年末年始

日だけ食事を回避すること
によって、歯の表面が汚れ

治療の流れ

交 通 アクセス

ずに強固な接着（＝破損・脱
離防止）を得られます。

スキャン
（型取り）

JR常磐線／東京メトロ千代田線／
新京成電鉄「松戸」駅・東口バスターミナル正面より徒歩1分

❸ 光 学 機 器による精 密 設 計

3Dカメラで簡単に撮影。口の
中に不快な材料を入れること

イトーヨーカドー

の た め 、精 度 が 高く、身 体
的苦痛も軽減できます。

セブンイレブン

モスバーガー

回 数・時 間 が 短 縮 でき、お

デイリーヤマザキ

忙しい方に向いています。

ファミリーマート

もなく、わずかな時間でモニ

バスロータリー

ターに再現されます。

小児Care Cure歯科
（分院）

三井住友銀行

❹当日完成しますので、通院

Care Cure歯科松戸
（本院）

セラミック設計

吉野家

東口

❺ 天 然 歯と同 等 の 素 材を使

医 師・技 工 士 が 、コンピュー
上野東京ライン

ターの3D画面上でセラミック

松戸駅

色調・精密設計を行います。

用しますので、柔らかすぎ・
硬すぎるということがあり
ませ ん 。また 、光 透 過 性 が
ありますので審美性も高ま
ります。

歯を残し「歯の寿命」を
長くするために。
セレックワンデートリート
メントという選択を！

Care Cure 歯科松戸
本院（Care Cure歯科松戸）

TEL：047-361-8211
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1235-1 イーストスクウェア松戸1階
分院（小児Care Cure歯科）

TEL：047-393-8455
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1239-1 関根ビル2階

047- 361- 8211
ケアキュア歯科松戸

検索
索

セラミック制作
設計データをもとに、加工機械
で修復物を削り出します。でき
あがったセラミックを口の中に
セットして治療完了です。

「人生100年時代」と「歯」。
重度の虫歯や歯の悪い方こそ、あきらめないで一緒に治しましょう！
人生100年時代と言われています。健康で長生きできる

当院の 3 つの特長

のは、すごく喜ばしいことです。ただ寿命は延びました
が、歯はどうでしょうか？ 人の口の中を見る機会は少な

①神経を大切にしています

いので実感しづらいですが、何と80歳にはすでに半分以

転んで膝を擦りむいたりしても、傷はいずれ治ります。しかし、歯は虫歯に

下の本数になっています。

なって削ってしまうと元の健康な歯には戻りません。
また、虫歯が進行すると
神経まで取らなければならない場合も

ゴール設定を変えれば
歯の寿命はのびます。

インプラントだけの
治療はしていません。

日本人は45歳頃から歯が抜けはじめ、50歳前半で入れ歯

私たちはインプラントだけの治療は行っていません。なぜ

が必要になり、70歳ではすでに歯の本数は半分になってい

なら、事前に残っている歯とのかみ合わせのバランスや歯

ます。
（極端に言えば、上顎の歯をすべて失って総入れ歯に

周病治療などをしっかり行ってからでないと、せっかくイ

なっている状態です）

ンプラントを入れても長く持たなくなるからです。残って

残怠ながら、
これが目本人の歯の現実です。先進国の中で

歯を１
／
３以上失うと食べられる食事が変わってきます。ま
た、歯を失う過程で銀歯・入れ歯・歯ぐきが下がるなどの

あります。もちろん歯の神経を取って

もワーストの状態です。
しかし海外に目を向けるとどうで

も、かぶせ物（差し歯）をすれば噛める

しょうか？ 北欧や欧米では80歳で20本以上の歯が残って

見た目の問題に悩まれる方も多くいらっしゃいます。歯を

短くなってしまいます。大切な歯を失

失うのは50歳を過ぎてから急速に起こります。私たちは、

わないために、私たちはできる限り
「神

歯を治療することはもちろんですが、人生100年時代の
ために「歯の寿命」をのばすことこそ､本来の目的だと考
えています。ですから
「歯に自信がない｣､「虫歯がひどい」

ようになりますが、歯の寿命は一気に

経を残すこと」
を大切にしています。

②見える治療＆よくわかる治療

でしょうか？ それは
「ゴール設定の違い」です。
日本人の多くは
「虫歯などの悪いところを治すこと」
をゴー
ルとしています。虫歯の治療は、治ると言っても元の健康
な歯にもどるわけではなく、失った部分を人工物で置き換

と思われている患者様こそ、
しっかり治して、歯に自信を

は「見えないから、わからない」
という不安を解消するために、特殊小型カメ

えている状態です。そのため、虫歯と治療を繰り返してい

持っていただきたいのです。

ラを使 用し、一 番 奥 の 歯も液 晶 モニ

れば、いつがは治療できない状況になってしまいます。

ターで細部まで確認していただけま

虫歯も歯周病も、治療に通っていただければキチンと治

将来"をしっかり理解していただくこと

歯を長く残すためには、この"ゴール"を変える必要があり
ます。
「悪くなったところを治す」
ということではなく
「今あ

ります。
クリーニングなどの予防治療ももちろん重要です

が「歯の寿命をのばす第一歩」ですの

が、いま歯でお困りの方々の治療は、それ以上に重要だと

で、わかりやすいツールを使ってご説

る歯を、病気にさせずに長く残す」
というゴールに変えるの

明しています。

です。治療にプラスして予防や定期検診を行い、病気にさ

思っています。どんな口の状態でも､しっかり治療します

せないことが一番大切なのです。
これが、私たちの理念の

ので､一緒に歯の寿命をのばしましょう！

③お子様の虫歯をゼロにするコツ教えます。

「歯の寿命をのばす」です。

「自分は虫歯で苦労したので、子供には虫歯にさせたくない｣､「歯ブラシ以外
４０歳

6０歳

8０歳

100歳

キレイな歯並びは、お子様への
「最高のプレゼント」です！
「子供のころから歯並びがコンプレックスでした」｣､「恥ず
かしくして、人前で笑顔になれないんです」そんな方々が
多くいらっしゃいます。大人になってから歯並びを治した
方は、必ずと言っていいほど
「もっと早く治療しておけば

に何をしたら良いか、わからない」そんなお悩みをもつお母さんやお父さん

加齢とあきらめずに、ぜひ一緒に歯の寿命をのばしていき

よかった」
とおっしゃいます。そのたびに「歯並び」が人生

が多くいらっしゃいます。
「虫歯はどうしてできるのか？｣､「年齢によって何を

ましょう！

に与える影響を実感します。そしてキレイな歯並びはお

すれば良いか？」をまずは知っていただ

子様にできる最高のプレゼントなのだということも。もし

き、一緒にお子様の歯を見守っていき

院長

ます。子供の頃に永久歯が虫歯になる

加藤 博成

と、将来的に「歯の寿命」が減ってしま

●

平成15年、東京歯科大学卒業

●

千葉大学歯科口腔外科

●

日本臨床歯科CADCAM学会

はいかがでしょうか？ 治療

●

日本口腔外科学会 セカンドオピンオン認定医

方法・治療期間から費用のこ

●

USC（南カリフォルニア大学）留学

●

歯科医師臨床研修指導医

います。治療も大切ですが、虫歯になら
ないことはもっと大切です。

※厚生労働省のデータを基にしています。

治療をしていくことがベストだと思っています。

いる方が数多くいらっしゃいます。
この差はどこから来るの

これまで虫歯は、手鏡ぐらいでしか確認することができませんでした。当院で

す。さらに、治療内容やご自分の歯の"

いる歯を長く残すための治療を行いながら、
インプラント

治療を迷っておられるなら、
ご相談だけでも受けてみて

とまで、詳しくご説明します。

