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明生会について 

 

 

 

 

 

理念 

医療法人 明生会グループ 理念 

 

私たちは、信頼の技術と真心を込めた診療を行い、患者さんと共に明るく生き

る歯科医療の実現を目指しています。 

 

私たちは、患者さんにとって最善の治療とは何かを患者さんと一緒に考え、そ

の方のライフスタイルやご要望に合わせた治療方法を提案し、信頼の技術と真

心（ホスピタリティ）の精神で、安全・安心・快適な医療を提供したいと願っ

ています。 

 

治療を終え、患者さんが笑顔を取り戻していく姿は、私たちにとって何よりの

喜びです。患者さんの笑顔と感謝の言葉を励みに、患者さんと共に明るい人生

を歩んでいくことが、明生会グループ全員の願いです。 
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理事長あいさつ 

人生を豊かにする歯科治療 

皆さんは、お口の健康が体にどのような影響を

与えているかご存知でしょうか？ 

 

体の細胞は、すべて私たちが食べた食物からで

きあがっています。 

 

歯が悪くなると、食事が取り難くエネルギーが不足するだけでなく、栄養バラ

ンスを崩して免疫力を下げ、体調不良、更に病気へとつながります。 

 

咀嚼不足は脳血流を悪くし、痴呆の原因にもなります。虫歯菌や歯周菌は全身

に巡り、糖尿病や心臓病を誘発するだけでなく、妊婦さんや胎児にも悪い影響

を与えることがわかってきました。咬み合わせが悪いと、筋肉の弛み、骨格の

歪みが生じ、お顔の美しさにも影響します。 

 

現代社会では、健康な歯の美しさは社会人としてのマナーです。仕事の上でも

結婚にも非常に重要となってきました。 

 

歯が悪くなると、食べる喜びさえも奪われ、楽しいはずの食事が苦痛となって

しまいます。食事は、大切な人と楽しいひと時を過ごすためにとても大切です。

歯が悪いと、良好なコミュニケーションや豊かな社会生活を妨げる要因となり

かねません。 

 

すべては患者さんの笑顔のために 

私たちの使命は、歯科医療をとおして、患者さ

んの豊かな人生を最後までお手伝いすること

です。 

 

明生会グループは、これまでの治療実績により、多くの患者さんから高い信頼

をいただいています。現状に甘んじることなく、21世紀の先端的な歯科医院を

目指して、スタッフ一丸となって更なる研鑽に努めてまいります。 
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真心（ホスピタリティ） 

安全 

＜安全の骨子＞ 

1. レントゲンのデジタル化 

2. 生体監視モニターによる治療の安全確保 

3. 感染対策 

4. 安全管理委員会 

 

明生会グループでは、あらゆる症例に迅速に安全に対応できるよう、最新機器

を導入し、万全の環境を整えています。歯科用 CT、デジタルレントゲンによ

り精密な事前診断を行うだけでなく、デジタル化により被ばく線量の軽減を図

っています。 

 

日常の治療でも生体監視システムで安全を確保していますが、大きな手術にお

いては、岡大麻酔科医師が手術中の全身を管理し、眠っているうちにできる痛

くない安全な手術を行っています。 

 

当然ですが、最新の滅菌システムを導入し、院内感染対策に力を入れています。

一人ひとりピンセットからタービンまで完全滅菌し、治療を行っています。 

●デジタルレントゲン 

 

デジタルレントゲンは、通常の歯科用レントゲンに比べて被ばく線量が 5分の

1程度と少なく、安全で患者さんに優しいレントゲンです。 

デジタルレントゲンの特徴は、撮影した画像が従来のレントゲンに比べると鮮

明なこと。これまでのレントゲンでは発見できなかった病変も確認できるので、

より緻密な診査・診断が可能となりました。 

 

●生体監視モニター 

生体監視モニターは、患者さんの全身状態を監

視するためのシステムです。患者さんの血圧や

脈拍、動脈血酸素飽和度などをリアルタイムに

測定することで、迅速な対応ができます。大が

かりな手術の場合、岡山大学歯学部麻酔科の麻

酔医が担当し、患者さんの安全をお守りします。 
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●AED（自動体外式除細動器） 

心肺停止した人の心臓に電気ショックを与え

る装置が AEDです。緊急時にはスタッフが迅

速に対応します。 

 

 

感染対策 

国立感染症研究所などの研究班が歯科医療機関を対象に感染対策について調査

したところ「約 7割がタービンなどの歯を削る機器を滅菌せずに使い回しして

いる」という結果となりました。明生会グループでは、感染対策に万全の体制

で取り組んでいます。 

 

●オートクレーブタービン滅菌器 

一般的なオートクレーブ（滅菌器）は、タービ

ンやハンドピースの表面に付着した汚れは殺

菌できますが、内部に入り込んだ血液や唾液は、

完全な除去・滅菌ができません。明生会グルー

プでは、すべての患者さんに、毎回滅菌したタ

ービンを交換して使用しています。 

●口腔外バキューム 

口腔外バキュームは、細かい粉塵やさまざまな

物質を強力に吸引する装置です。口腔外バキュ

ームでしっかり吸引することで、院内感染を予

防し、患者さんの健康をお守りしています。厚

生労働省では、院内感染対策の基準を満たして

いる歯科医院に対して「歯科外来診療環境体制加算」制度を認めており、明生

会グループはこの基準をクリアしています。 

 

●オートクレーブ「リサ」 

「リサ」は、世界で最も厳しい基準をクリアし

たオートクレーブで、あらゆる種類の被滅菌物

を安全に滅菌することができる高性能の装置

です。明生会グループでは、治療で使用したミ

ラーやピンセットなどはすべてオートクレー

ブで殺菌し、患者さんごとに使用しています。 
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●アルコールの消毒剤（ヒビスコール液） 

明生会グループでは、細菌やウイルス・MRSA

に対して殺菌効果の高いアルコールの消毒剤

を使用し、治療前後の細菌による感染を防いで

います。 

 

安心 

1. カウンセリング 

2. 治療計画書とカルテ 

 

カウンセリング 

 

 

明生会グループでは、治療前に精密診断を行い、結果を踏まえた治療方法を提

案しています。その提案の中から、ご要望に沿った治療を提供しています。 

 

治療を決定する際に重視しているのがカウンセリングです。患者さんが来院さ

れた理由、これまでの経緯、お悩みなどをじっくりと時間をかけて伺い、検査

結果や過去の症例をお見せしながら、噛みくだいた言葉でわかりやすくご説明

します。最終的に治療方法は患者さんご自身で選択していただきます。疑問や

不安がないよう、何なりと遠慮なくお話しください。 

 

治療計画書とカルテ 

費用がかかる自由診療におきましては、最善と思われる治療方法を何通りか、

治療計画書という形で提案させていただきます。その中から、最終的には患者

さんご自身で治療方法を決定していただき、その際の内容を記録として作成し

たのち、治療を開始いたします。医師側が患者さんのご理解なく治療を開始す

ることはありません。 

 

治療に対する患者さんのご要望を伺い、カウ

ンセリング内容は、電子カルテへの入力のほ

かに、アシスタントが事細かに記録を残して

いますので、どんなことでも遠慮せずにご相

談ください。 
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快適 

1. 清潔な空間 

2. 明るい笑顔 

 

明生会グループでは、清潔で明るく快適な院内づくりに取り組み、すべての患

者さんが気持ちよく通院できる歯科医院を目指しています。 

 

特に大切にしているのは、スタッフの笑顔です。院内で快適な時間を過ごして

いただけるよう、患者さんを明るい笑顔でお迎えしています。スタッフの温か

い笑顔で患者さんの不安や緊張を和らげ、落ち着いた気分で治療を受けていた

だきたいと考えています。あいさつや言葉遣いなどの接遇面にも力を入れてい

ますので、歯医者が苦手という方でも安心してご来院ください。 

 

信頼の技術 

日本口腔リハビリテーション学会認定研修施設 

明生会グループである椿歯科クリニックは、日

本歯科医学会（JAOR）の日本口腔リハビリテ

ーション学会認定研修施設に認定されている

医療機関です。 

 

JAOR は、口腔リハビリテーションと顎頭蓋機

能を専門とする学術団体で、研修施設の認定を受けるには、認定医の資格を有

する歯科医師が在籍し、研修に必要な設備や図書、人員が整っていることなど

の条件があります。 

 

明生会グループの理事長は、JAORの認定医・指導医の資格を持ち、歯科医師

を指導する立場にあります。認定医・指導医になるには高水準の技術力と豊富

な知識・経験を必要としますので、当グループの技術力の高さがおわかりいた

だけるでしょう。 
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最新機器による最先端医療の提供 

信頼の技術をサポートする最新医療機器 

明生会グループでは確かな診断・治療を提供するために、最新の歯科機器を導

入しています。 

 

●マイクロスコープ 

マイクロスコープとは、肉眼の約 20倍まで拡

大できる高性能の顕微鏡です。歯科治療では細

かい作業が多く、微小な病巣などがあると肉眼

では発見が難しいとさえ言われています。 

根管治療において威力を発揮し、根管内の複雑

な処置をスムーズに進めることができ、根の先にできた小さな病巣さえも見逃

しません。これまで抜歯しかないと言われてきた重度の根の病気でも、マイク

ロスコープを使用することでほとんどが治るようになりました。 

現在アメリカの歯科医療では、マイクロスコープは審美治療やインプラント治

療に欠かせない存在となっています。特に神経の治療（根管治療・歯肉療法）

では 90％以上の治癒率が得られるようになり、マイクロスコープの使用が義務

付けられています 

 

●歯科用 CT 

歯科用 CT（Computed Tomography）は、X線

で患部を立体的に撮影する診断装置で、歯槽骨

の状態を診断する上で重要な役割を果たして

います。通常のレントゲンでは、平面的な画像

しか撮影できません。CT 撮影を行うことで、

骨の厚み・深さ・位置などが 3次元的に把握でき、通常のレントゲン撮影では

発見できなかった病巣もはっきり捉えることができます。インプラントにおい

ては、埋入位置も正確に割り出すことができるので、より正確で確実なインプ

ラント手術が可能となりました。インプラント治療などの高度な歯科治療を安

全・確実に行うために、CT診断はもはや必要不可欠と言えるでしょう。 

 

●MEDIFUGE（メディフュージ）～CGF専用遠心分離機～ 

CGF製作専用遠心分離機「メディフュージ」

は、患者さんの採血した血液から CGFを生成

するための遠心分離機です。CGFとは、血液

の中に含まれている傷を修復する作用がある

成分で、遠心分離機にかけるとゲル状の CGF

が抽出されます。 
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抜歯や手術をしたあとに傷口に CGFを塗ることで、術後の痛みを和らげ、治

癒力を促進する効果を高めます。 

 

●ピエゾサージェリー 

ピエゾサージェリーは、現在最も注目されている手術器

具です。インプラント手術や親知らずの抜歯、歯周外科

などの外科的処置を行う際に、ほかの組織を傷付けずに

骨だけを切削します。血管や粘膜・神経などの軟組織を

損傷せずに切削でき、骨に与えるダメージが少ないので

術後の腫れや痛みを抑えられて治癒が早まります。患者さんの体に優しい治療

が可能です。 

 

●炭酸ガスレーザー、半導体レーザー 

明生会グループでは 2種類の歯科医療用レーザ

ー装置を導入し、痛みや腫れの少ない体に優し

い治療を行っています。炭酸ガスレーザー

（CO2）は、医療用レーザーメスとして使われ

ていて、歯ぐきなどの切除に優れており、痛み

を緩和し、治癒力を促進し、免疫機能を高める作用があります。 

半導体レーザーは、根管治療や知覚過敏、歯周病などの治療に効果が高く、術

後の出血や痛みを軽減し、治療時間を短縮できます。 

 

●ロータリーファイル 

ロータリーファイルは、根管治療の際に根管を

拡大・形成するための器具です。ロータリーフ

ァイルを用いることで、安全で的確、かつ効率

的な根管治療を可能としました。根管清掃から

根管形成までの一連の処置を施したあとは、最

先端の治療機器「システム B」を使って根管充填を行っています。確実に充填

することで、治療後の再発を防いでいます。 

 

認定医によるチーム医療 

明生会グループは、グループが掲げる理念に基

づき「椿歯科クリニック」「きにわ歯科医院」

「きにわ平島歯科」の 3医院の特徴を活かした

診療を行っています。3医院が連携することで、

一般治療からインプラント、難症例の外科手術

まで、すべてのトラブルに対応できる体制を整えております。 
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椿歯科クリニック院長／医療法人明生会理事長 木庭 茂治 

椿歯科クリニックでは、患者さんと一緒に悩みを考え、

歯が悪くなった原因や必要な治療をわかりやすくご説

明します。ライフワークに合わせて最適な治療をいくつ

か提案いたしますので、患者さんご自身で治療方法を選

択してください。最新医療機器の導入による安全で的確

な治療を行い、治療後の管理まで責任を持って対応いた

します。歯の痛みやトラブルでお困りの方は、ぜひご相談ください。 

 

経歴 

大阪歯科大学卒業 

岡山大学医学部口腔外科学医員 

岡山大学薬学部薬物学教室出向 

岡山大学歯学部口腔病理学講座文部教官 

医療法人明生会 理事長 

資格 

医学博士（岡山大学） 

国際インプラント学会 認定医 

日本口腔リハビリテーション学会 認定医・指導医 

岡山大学歯学部非常勤講師 

岡山大学臨床研修指導医 

所属学会 

日本口腔外科学会 

日本インプラント学会 

日本顕微鏡学会 

口腔リハビリテーション学会 

 

きにわ歯科医院 院長 大関 雄久 

治療法、方針におきましては、決して無理強いをしては

いけないと考え、納得していただけるように十分な説明

を心がけています。歯科医療を通じて患者さんより信頼

を受け、それが継続しなければ医療として意味がないと

思い、そのために自分がどうあるべきかを常々考え、歯

科医師として、人として成長したいと思っています。 

 

経歴 

岡山大学歯学部卒業 

木庭歯科医院勤務 

木庭歯科医院 院長 

資格 

日本口腔リハビリテーション学会 認定医 

日本顎咬合学会 認定医 

岡山大学臨床研修指導医 
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所属学会 

日本矯正歯科学会 

日本臨床歯周病学会 

日本口腔リハビリテーション学会 

日本顎咬合学会 

 

きにわ平島歯科 院長 髙本 淳一 

歯科医院は「怖くて痛いところ」と思っている方が多い

ようですが、そんなネガティブなイメージを払拭した、

地域のみなさんに愛される歯科医院でありたいと思っ

ています。高度な技術による質の高い治療と、患者さん

が安心できる快適な院内環境を整えていますので、お気

軽にご相談ください。 

 

経歴 

岡山大学歯学部卒業 

医療法人明生会 明生会歯科勤務 

きにわ平島歯科 院長 

 

資格 

日本外傷歯学会 認定医 

所属学会 

日本ヘルスケア歯科学会 

床矯正研究会 

 

きにわ平島歯科 歯科医師 渕野 由美 

お子さんや歯科医院が苦手という患者さんにも、安心して

治療を受けていただけるように心がけております。患者さ

んに心から満足していただけるよう、講習会などにも参加

して、常に新しい技術の習得に励んでまいります。 

 

経歴 

明海大学歯学部卒業 

昭和大学補綴科入局 

きにわ平島歯科勤務 

所属学会 

日本審美歯科学会 

日本小児歯科学会 
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明生会グループの活動 

カンファレンス 

 

私たち明生会グループは、学会やセミナーをとおして、最高水準の治療技術の

習得に取り組んでいます。日々の臨床を振り返りながら、月に 2回、一同に会

して症例検討会を実施。更に高水準の歯科医療を追求し、お互いに切磋琢磨し

ながら、日々研鑽に励んでいます。 

これからも、スタッフが一丸となって更なる研鑽を重ねていく所存です。 

 

安全管理委員会 

明生会グループでは、安全・安心の歯科医療を提供するために安全管理委員会

を設置し、一丸となって安全管理対策に取り組んでいます。 

医療法では、すべての医療機関に、次の 4項目についての指針の作成と実施を

義務付けています。 

1） 医療安全の確保（全般的既定） 

2） 院内感染対策 

3） 医療品安全確保 

4） 医療機器安全確保 

明生会グループでは、上記 4項目に対して独自のガイドラインを作成し、全ス

タッフが安全確保の確認・実行を徹底して行っています。 

 

ホスピタリティ委員会 

 

毎月 1回「安全・安心・快適をモットーとした真心」を明生会グループ全体に

浸透させるための「ホスピタリティ委員会」を設けています。スタッフが取り

組んでいることや温めているアイディアなどを発表し合うことで刺激となり

「ホスピタリティ」の意識がより一層高まります。 

スタッフ一人ひとりに、グループの理念「信頼の技術と真心で、共に明るく生

きる」を浸透しています。 
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親睦会 

明生会グル―プの技術のひとつは、それぞれの

特徴を持った 3つの医院が連携するチーム医療

です。 

 

円滑なチーム医療を提供するには、グループ全

体のコミュニケーションが欠かせません。 

 

明生会グループ全員が一堂に集まり、親睦会をとおして互いに理解を深め合っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療について 
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一般歯科 

一般歯科・虫歯治療 

虫歯は自然には治りません。早期発見・早期治療のためにも、ご自身の虫歯の

状態を知りましょう。 

 

「冷たいものが歯にしみる」「歯の色が変色してきた」 

これらの症状が出始めたら、虫歯の初期段階だと考えられます。痛みがなくて

も放っておかず、早めに歯科医院に行くことをお薦めします。 

 

どうやって虫歯ができるの？ 

お口の中に細菌が繁殖すると、食べ物に含まれる糖質と結合して酸が発生しま

す。その酸が歯の表面を溶かし、穴を開けてしまいます。これが虫歯です。唾

液に含まれるカルシウムやリンによって修復する再石灰化を促し、虫歯を防ぐ

ことが大切です。そのためには毎日の歯磨きなどのケア、そして必要以上の糖

質摂取を控えるなど、食生活の改善が必要です。 

虫歯の進行状態と具体的な治療方法 

虫歯は、その進行状態によって CO～C4までの段階に分けられます。 

 

CO（Caries Observationシーオー：初期虫歯） 

歯にまだ穴が開いていない、初期虫歯の状態です。 

＜治療方法＞ 

毎日の歯磨きで対処できます。歯科医院でブラッシング指導を

お受けください。 

 

C1（エナメル質う触） 

まだ痛みは感じませんが、すでに歯の表面のエナメル質には穴

が開いています。 

＜治療方法＞ 

虫歯部分を削り、レジンという歯科用プラスチックを詰めます。 

 

C2（象牙質う触） 

まだ神経に届いていないので強い痛みはありませんが、虫歯菌

はエナメル質の下にある象牙質にまで達しています。 

＜治療方法＞ 

虫歯部分を取り除いて被せ物をします。 
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C3（神経まで達したう触） 

すでに虫歯菌が神経に達し、歯髄炎を起こしています。 

＜治療方法＞ 

神経の治療が必要です。歯の神経を抜き、その部分に被せ物をします。 

 

C4（残根状態） 

神経が死んでいます。痛みは少ないですが、虫歯菌による別の

病気を引き起こす可能性もあります。 

＜治療方法＞ 

大きく破損している状態なので、おもな治療法は抜歯となりま

す。 

 

※患者さんのお口の中の状態により、治療内容やその後のケアの内容が異なる場合

もございます。 

 

 

 

 

 

 

矯正歯科 

美しさと健康を手に入れる矯正歯科 

当院では小児矯正、成人矯正のメニューをご用意しています。 

 

「子どもの歯並びが気になる」「言葉がうまく発音できない」「食べ物をうま

く咬み切れない」 

これらは、矯正治療で改善できるかもしれません。矯正治療を受ければ、見た

目の美しさはもちろん、咬み合わせもよくなり、機能面も回復します。 

 

矯正治療とは 

矯正治療では、歯にブラケットという装置を付

けて、不正な歯並びや咬み合わせを治療します。

これにより、口元や顔つきも改善されます。 
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最近では透明なブラケットがあり、あまり目立たない状態で治療が行えます。 

治療期間は約半年～3年くらいが平均的ですが、個人差があります。また、一

部の歯だけ動かす"部分矯正"も、ケースによっては可能です。 

 

矯正歯科治療のメリット 

●虫歯や歯周病になりにくい 

●美しい歯並びが手に入る 

●発音がよくなる 

●食べ物をしっかり咬める 

 

矯正治療の流れ 

【STEP1】初診相談 

カウンセリングの際に疑問や質問にお答えすると共

に、治療法や費用についてご説明します。お答えした

内容と概要をよくご検討ください。 

 

【STEP2】精密検査 

咬み合わせや骨格を調べ、分析を行います。 

 

 

【STEP3】診断 

検査の内容を踏まえて、現在の状態や治療方法、治

療期間についてご説明いたします。治療計画書など

をお渡しいたしますので、開始するかどうかご検討

ください。 

 

【STEP4】矯正治療開始 

治療計画に沿って矯正治療を行っていきます。装置

の選択は患者さんご本人、お子さんの場合は保護者

の方と相談し、できるだけご要望に添うようにいた

します。 

 

【STEP5】保定、アフターケア 

矯正装置が外れたあと、歯並びの安定を図るために保定期間を設けております。 

 

 

 

 



 

 

Copyright(C) 医療法人 明生会グループ.All Rights Reserved. 

子どもの矯正 

子どもの頃に矯正治療を始めると、さまざまな

メリットがあります。あごが成長する幼少期に

行うと、成長の自然な力で歯を動かすことが可

能なため、理想的な歯並びを作りやすくなりま

す。歯並びを整えることで、虫歯になりにくい

歯も手に入れることができます。 

 

子どもの矯正を始めるタイミングは？ 

一般的な最適時期は、6～7歳だとされています。永久歯の前歯と奥歯が生えて

くる時期に、ぜひ一度ご相談ください。 

歯やあご、そしてお子さんの心の成長は一人ひとり違います。早い時期に矯正

を始めたほうがよいお子さんもいれば、しばらく成長を待ってから始めたほう

がよいお子さんもいます。お子さんの歯並びが気になるようでしたら、なるべ

く早めに当院にお越しください。 

 

床矯正【お子さんの矯正治療】 

取り外し式のあごの拡大装置を使って、歯並びを治す矯正治療です。歯を抜く

ことなく治療ができます。 

床矯正では、あごが小さくて並びきらない場合

はあごを正常な大きさに誘導し、上下のあごの

位置が悪い場合は、その位置関係を正していき

ます。 

 

＜床矯正のメリット＞ 

●取り外せるので歯磨きがしやすく、虫歯のリスクが少ない 

●痛くない 

●自分の努力で治すことができる 

●学校に行っている間は外せる 

●低価格 

●早期に始めることにより、治療期間が短くなる 

 

大人の矯正 

矯正治療を始めるのに遅いということはあり

ません。確かに、子どもの頃に矯正治療を始め

るとさまざまなメリットがありますが、大人に

なってから開始しても十分に効果を得ること

ができます。最近では目立たない矯正装置もあ

りますので、歯並びが気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。  
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インプラント 

安全・安心のインプラント治療 

1,500本を超えるインプラント治療実績。最新の治療機器を取り揃え、安全・

安心のインプラント治療を行っています。患者さんの状況によっては岡山大学

の麻酔科の麻酔医を招き、静脈鎮静法を実施することも可能です。 

 

インプラントとは、歯が抜けてなくなってしまった部分のあごの骨の中に人工

歯根を埋入して固定したあと、上部構造を装着し、そこに人工歯を取り付ける

治療法です。人工歯根をあごの骨に埋め込むことで、天然の歯と変わらない咬

む機能が手に入ります。ブリッジのように健康な歯を

削る必要がなく、入れ歯のように健康な歯に負担をか

けて固定する必要がないため、体に優しい治療法だと

言えます。また、色や形なども天然の歯に近い仕上が

りにすることが可能ですので、見た目の審美性にも優れています。 

インプラントは、入れ歯治療にも応用できます。あごの骨の数か所にインプラ

ントを埋入し、そこに入れ歯を固定するインプラントデンチャーと呼ばれる方

法です。入れ歯をあごの骨に固定できるため、通常の入れ歯よりも安定性が増

し、咀しゃく力も強くなります。 

 

＜インプラントのメリット＞ 

●自分の歯と同じ感覚で食べ物を咬める 

●周りの歯を削らず治療ができる 

●定期的なメンテナンスで長期間の使用が可能 

 

＜インプラントのデメリット＞ 

●外科的な手術が必要 

●保険外治療のため、費用が比較的高額である 

 

インプラント治療の流れ 

【STEP1】治療計画 

CT画像を分析して、失われた歯の数・インプラントを埋め込む骨の量や質・

位置、何本インプラントを埋めるかなど、治療の計画を立てます。 
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【STEP2】インプラントを埋め込む手術 

感染管理された手術室で、岡山大学の麻酔専門医の

下で行います。専門の器具を使い、インプラントを

埋め込みます。 

 

【STEP3】治療期間 

手術のあと、2～6か月ほどでインプラントと骨が強

い力で結合します。 

 

 

【STEP4】人工歯を製作・装着します 

歯肉が治った時点で型を取り、人工歯を作ります。

形や色は患者さんに合わせて製作し、インプラント

を取り付けます。 

 

＜メンテナンスと定期健診について＞ 

インプラントを長く使用するには、毎日のケアと定期的なチェックがとても大切で

す。装着後 1年間は、必ず定期健診を受けてください。 

 

【当院のインプラント治療の特徴】静脈鎮静法 

当院では、岡山大学麻酔科の麻酔医による「静

脈鎮静法」という特殊な麻酔方法を導入してい

ます。静脈鎮静法なら、半分寝たような状態で

手術を受けることができます。もちろん、治療

中の記憶はほとんどありません。治療もあっと

いう間に終わりますので、手術が怖い方にお薦めです。 
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審美歯科 

美しさも機能も兼ね備えた審美歯科 

当院では、技工専門のラボ（技工センター）に最新の設備を完備し、美しさも

機能も兼ね備えた詰め物・被せ物をお作りしています。 

 

「銀歯が気になって人前で笑えない」 

こんな悩みをお持ちの方には、審美歯科をお薦めします。 

当院の審美歯科では、白い歯や理想的な歯並びをご提供し、コンプレックスを

解消して人生を豊かにするお手伝いをしております。 

 

審美歯科とは？ 

「見た目」に焦点を当てた歯科医療が審美歯科です。また当院では、見た目だ

けでなく、咀しゃく力などの機能性も重視しています。 

 

技工専門のラボに最新の設備を完備 

明生会グループには技工専門のラボがあり、最新の設備を揃えています。常に

数名の歯科技工士が常駐しているため、スピー

ディーかつ精密な審美歯科治療が可能です。 

 

歯科医師、歯科技工士が同じグループ内で連携

することで、これまで以上に最適な技工物をご

提供できます。 
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口腔外科 

口腔外科 

口腔外科とは、お口の中とその周囲に発生する病気を外科的処置で治療する歯

科医療です。 

 

口腔外科治療は、親知らずの抜歯やお口の中のできものの切除術など、お口の

中の外科治療のことです。また、外科だけでなく、あご・口腔内に起こるさま

ざまな病気の診断を下し、治療をする科でもあります。 

 

当院の口腔外科治療 

親知らずの抜歯や唇・口腔内の裂傷、口内炎などの一般的によくある症状から、

転倒や交通事故などで顔面を強打したときに歯が骨から離れたり抜けたりする

「歯牙脱臼」、歯肉や歯の根を支える骨の骨折「歯槽骨骨折」などの難しい症

例まで、当院では幅広い範囲の治療を行っています。 

おもな口腔外科治療 

●外傷 

唇・口腔内の裂傷、歯牙脱臼、歯槽骨骨折、あごの骨折 

 

●舌疾患 

舌炎、舌痛症、口腔乾燥症 

 

●口腔粘膜疾患 

口内炎、口腔ガン 

 

●骨再生・歯周再生 

失ったあごの骨・痩せてしまった歯肉の再生 

 

●インプラント 

チタン製の人工歯根をあごの骨に植立 

 

※「口を大きく開くことができない」などの症状がある方は、口腔外科治療が

必要な場合があります。治療実績豊富な歯科医師がしっかりと診断いたします

ので、直接医院に来院してご相談ください。 
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ホワイトニング 

ホワイトニング 

ホワイトニングは天然の歯を白くしていくため、自然な色の仕上がりとなり、

笑顔の魅力度が格段にアップします。 

 

歯の表面にホワイトニング剤を塗布し、歯の黄ばみや色素を分解して歯を白く

していきます。歯を削ったり抜いたりしないので、ほかの方法に比べて歯に対

する負担が少ないのが特徴です。 

 

【ホームホワイトニング】自宅でできるホワイトニング 

患者さんご自身がご自宅で行うのがホームホワイトニングです。歯科医師から

指導を受ければ、どなたでも簡単に歯を白くすることができます。 

 

まずお口の型を採り、それに合わせてトレーを作ります。ご自宅でトレーにホ

ワイトニングジェルを満たし、1日 2時間程度、歯にトレーを装着します。 

1週間ほどで白さを実感でき、2～3週間で理想

の白さとなります。 

 

＜ホームホワイトニングのメリット＞ 

・低濃度の薬剤を使用するため、痛みが少ない 

・ご自身のペースでホワイトニングができる 

 

【オフィスホワイトニング】短期間で歯を白くできるホワイトニング 

歯科医院で行うホワイトニングがオフィスホ

ワイトニングです。薬剤を塗った歯に特殊な光

を当てて歯を白くします。 

 

短期間で歯が白くなるため、結婚式を控えた方

や就活中の方など、お急ぎの方にお薦めです。 

 

＜オフィスホワイトニングのメリット＞ 

・効果発現が早い 
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小児歯科 

小児歯科 

治療を怖いと感じたまま成長すると、大人になっても歯医者嫌いは治りません。

当院ではお子さんを恐がらせることなく治療を行います。優しいスタッフがお

待ちしていますので、あきらめずに来院ください。 

 

「乳歯が虫歯になっても、永久歯に生え変わる歯だから構わない」と思ってい

ませんか？乳歯の虫歯は、その後生え変わる永久歯の健康に大きく影響します。

そのため、乳歯のうちにしっかりケアし、虫歯ができにくい歯を作ることが大

切です。 

 

お子さんの意思を尊重します 

当院ではお子さんの意思もしっかり尊重しながら治療を進めます。「これから

何をするのか」「なぜ治療をするのか」などを理解していただき、少しでもリ

ラックスした状態で治療を進めていきたいと考えています。 

当院には子ども好きなスタッフが多く、お子さんとの会話を楽しみながら治療

を行っています。治療後は「頑張ったね」と褒めてあげること、細かいことで

も嘘をつかずしっかり伝えてあげることを念頭においています。 

 

子どもの虫歯 

大人の歯に比べて子どもの歯は柔らかく、石灰

化が進むまでに生えてから2～4年かかってしま

うので、子どもの歯は虫歯になりやすいのです。 

 

乳歯の虫歯の原因 

●哺乳瓶でジュースを飲む 

●卒乳時期が遅い 

●歯磨きの開始時期が遅い 

●フッ化物配合歯磨き剤の利用開始時期が遅い 

 

乳歯の虫歯が及ぼす悪影響 

●永久歯の質・形・歯並びが悪くなる 

●発音に障害が出る 

●お口の悪い癖が出やすくなる 

●体やあごの発育が悪くなる  
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根管治療 

根管治療 

当院の根管治療は保険内で行っています。また、マイクロスコープを使ってよ

り繊密な治療をすることにより、治癒率が飛躍的に向上します。 

 

●虫歯が悪化して抜歯しなくてはならないと言われた 

●神経を取っても痛みが続いている 

●神経を取っても歯ぐきが腫れる 

●何回も治療をしているのに再発してしまう 

 

このような方には、マイクロスコープによる「根管治療」をお薦めします。し

っかりと根管治療を行えば、抜歯を防ぐことができます。 

当院では、できる限り歯を抜かない治療を心がけているため、根管治療に力を

入れています。カウンセリングでしっかり丁寧に治療内容をご説明いたします

ので、治療に不安を感じている方もご安心ください。 

根管治療とは？ 

死んでしまった歯の神経を取り除き、歯の根をキレイに洗

浄・殺菌する治療が根管治療です。神経まで達してしまっ

た虫歯は、放置しておくと最終的には抜歯しなくてはなら

なくなります。根管治療を行うことで、抜歯をせずに大切

な歯を残すことができます。 

 

根管治療の流れ 

【STEP1】器具を用いて虫歯部分を取り除く 

 

【STEP2】治療しやすいよう神経のスペースに穴を開ける 

 

【STEP3】専用の器具を使い、歯の根の感染部分を除去する 

 

【STEP4】菌が入らないように、炎症が起きている根管の先まで薬を詰めて封

鎖する 

 

【STEP5】根管を治療した部分には、症例により詰め物・被せ物を取り付ける 
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●ロータリーファイル 

根管治療の際に、根管の拡大・形成をするため

に使用します。ロータリーファイルを用いるこ

とで、安全で的確かつ効率的な根管治療ができ

ます。根管清掃から根管形成までの一連の処置

後「システム B」という機器を用いて根管充填

をします。最も進んだ治療機器です。 

 

【当院の根管治療の特徴】マイクロスコープを使った精密な治療 

椿歯科クリニックでは、マイクロスコープを使った根管治療を行っています。

マイクロスコープは、レンズに捉えたものを 8～25倍に拡大します。より精密

に根管治療が行える上、再発のリスクも大幅に軽減できます。また、非常に時

間がかかる根管治療も、短時間で確実に施術できます。 

 

 

 

 

 

 

歯周病 

歯周病治療 

歯を支える骨や歯肉の病気、それが歯周病です。治療をせずに放置しておくと、

全身に影響を及ぼすこともあります。 

 

歯周病とは、歯を支えている歯肉や歯槽骨が徐々に破壊され、歯が抜け落ちて

しまう怖い病気です。ご自身ではすぐに気付くことができず、歯科医師が診な

ければ判断できません。歯周外科や再生療法で残すことのできなかった歯でも、

当院なら残すことができるかもしれません。早期発見が難しい歯周病だからこ

そ早めにご来院いただき、早期治療を行うことが大切です。 

 

歯周病とは？ 

歯肉やセメント質、歯根膜、歯槽骨によって構成されている組織を歯周組織と

言います。歯に付着した汚れが原因となって炎症が起きると、少しずつ歯周組

織は破壊されます。そのまま放っておくと最後には歯が抜け落ちてしまう病気
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が歯周病です。歯周病は、初期段階ではほとんど症状が

出ません。自覚症状が出始める頃には末期状態になって

しまっており、手の施しようがない場合もあります。歯

を残すためにも、定期的な健診や予防で早期発見・早期

治療を行うことをお薦めします。 

 

歯周病の自己チェック 

歯周病の予防では、鏡で歯ぐきの色などを観察する習慣も大切です。チェック

リストにあてはまる項目があれば、早めに歯科医院に相談しましょう。 

 

●歯周病チェックリスト 

□ 歯ぐきの色が紫または赤黒い 

□ 歯の表面がネバネバする 

□ 歯石が付いている 

□ 口臭が強くなった 

□ 歯の隙間に食べカスが挟まる 

□ 歯ぐきから出血することがある 

□ 時々歯ぐきが腫れて痛む 

□ 歯が動く感じがする 

 

歯周病の進行具合と治療方法 

軽度歯周病 

歯と歯肉の間にプラーク（歯垢）や歯石が溜まり、細菌の繁殖に

より歯肉に炎症が起こった状態です。歯肉の腫れや出血などを伴

います。 

＜治療方法＞ 

ブラッシング指導や、1～2回の歯のクリーニングを行うことで、

比較的短期間で回復します。 

 

中等度歯周病 

口臭や出血がひどく、歯石の付着も目立ち、専門家が見れば歯肉

にも炎症を起こしているのが確認できます。徐々に骨が後退し始

め、歯周ポケットも深くなり、歯も動揺してきます。 

＜治療方法＞ 

歯の表面に沿って歯肉溝の奥まで付着した歯石を取り除きます。 

 

重度歯周病 

さらに進行し、歯肉は化膿して真っ赤に腫れます。骨もかなり破

壊されて後退し、歯の動揺がグラグラと大きくなっています。 

＜治療方法＞ 

重度の場合、歯周外科にて対応します。それでも保存不可能な場

合は、残念ながら抜歯となります。 
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歯周病と全身疾患 

近年、歯周病は歯の病気だけでなく、全身的な

疾患との関係が指摘されています。歯周病を放

っておくと糖尿病や心臓病のリスクが高くなり、

妊婦さんに悪影響を及ぼすこともあるのです。

お口の中の環境を整えることが、全身の健康維

持につながります。歯周病の予防はしっかり行いましょう。 

 

誤嚥性肺炎（ごえんせいはいえん） 

寝たきりや高齢が原因で抵抗力が低下すると、口腔内に歯周病菌が大量発生します。

そうすると、誤嚥性肺炎を発症する可能性が高くなります。 

 

心臓発作（心筋梗塞） 

重度の歯周病の場合、歯周病菌が血管内に入り込み、血液と共に全身の臓器に侵入

してしまうことがあります。歯周病菌には血栓を作る作用があり、その作用が心臓

の血管を詰まらせて心臓発作を引き起こす可能性があります。 

 

脳梗塞 

脳梗塞は、脳の血管が詰まって起こる病気です。歯周病が遠因となって動脈硬化が

起きると、血のかたまりができやすくなり、脳梗塞を起こす危険性も高まります。

一説によると、歯周病の人は健康な人に比べて脳梗塞のリスクが約 3倍に高まると

言われています。 

糖尿病 

以前から、糖尿病にかかっていると歯周病のリスクが高まると言われていました。

ところが近年、歯周病になると糖尿病の症状が悪化するという疫学調査が出てきて

います。つまり、歯周病を治療することで、糖尿病の症状の改善も期待できるかも

しれません。 

 

骨粗しょう症 

骨粗しょう症で全身の骨が衰えてくると、同時に歯を支えている歯槽骨ももろくな

ってきます。つまり、骨粗しょう症の方は歯周病にもかかりやすい状態なのです。

また、骨粗しょう症の治療でお薬を服用している方が抜歯をすると、歯の周囲の骨

が壊死してしまうことがあります。 

 

関節炎・腎炎 

関節炎や糸球体腎炎の原因となる細菌の多くは、歯周病の原因菌となっています。

歯周病によって増えた口腔内の細菌が血液中に入り込んでしまうことで、関節炎や

腎炎になってしまうことがあります。 

 

早産や低体重児 

歯周病菌による口腔内の炎症が、血管をとおして全身に回ってしまう場合がありま

す。その炎症が羊水にまで悪影響を及ぼすと、早産や低体重児の原因となります。 
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椿歯科クリニック 

当院のこだわり 

安全な環境での治療 

椿歯科クリニックでは、より高度で専門的な治療を行うために、一般歯科外来

と専門歯科外来の 2つの外来を設けております。 

 

一般歯科外来では、虫歯治療や歯周病、入れ歯などの一般的な歯科治療全般を

行います。専門歯科外来は、インプラント治療や根管治療などの難症例を対象

とした外来です。完全個室のオペ室を完備し、最新の歯科治療機器を使った高

度な治療を実現いたします。 

  

 

当院のオペ室は、明生会グループ全体でも利用しています。きにわ歯科医院・

きにわ平島歯科の患者さんでインプラント手術などを必要とする場合は、椿歯

科クリニックに来院していただき、当院のオペ室で手術を行います。県内外の

その他歯科医院からの紹介も多く、安全な環境で治療をご提供しています。 
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院内感染予防にも細心の注意を払っています 

院内環境で重視していることは、院内の感染対策です。特に診察室の中は、歯

の削りかすや唾液、血液などが飛び散っているため、安全な治療を行うために

も感染対策が欠かせません。 

  

当院では、患者さんの体に直接触れるコップやエプロンなどは、可能な限りデ

ィスポーザブル（使い捨て）を徹底しています。治療器具の滅菌対策も万全で、

高圧蒸気滅菌器とタービン専用滅菌器の 2種類を導入。治療後はすべての治療

器具を殺菌・消毒し、患者さん一人ひとりごとに滅菌した器具と交換して使用

いたします。 

 

安心・納得の診療 

初診の患者さんの不安を取り除き、納得して治療を受けていただくためには、

カウンセリングが重要です。当院ではカウセリングをしっかり行い、患者さん

の疑問や不安を解消した上で治療が受けられるように心がけています。 

カウンセリングでは、検査結果や過去の症例を

お見せしながらお話を伺います。症状や口腔内

の状態はその場で電子カルテに入力し、同時に、

伺った内容はアシスタントが書き取り、詳細な

記録として残します。 

 

患者さんのご要望はできる限り反映してきたいと考えておりますので、治療内

容・期間についての疑問や不安があれば、何でもご質問ください。そして、納

得した上で安心して治療に臨んでください。 

 

最新の歯科機器 

●マイクロスコープ 

マイクロスコープとは、最大で肉眼の約 20倍

まで拡大して見ることができる高性能の顕微

鏡です。根管治療のように肉眼では確認できな

い場所の治療に威力を発揮し、複雑な根管内の

処置をスムーズに進めることができます。 

マイクロスコープを使用することで治療の精度が高まり、これまで治療困難と

されてきた重度の根の病気でも、完治できる可能性が広がりました。 
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●MEDIFUGE（メディフュージ） 

～CGF専用遠心分離機～ 

メディフュージは、患者さんから採血した血液

から CGF成分を抽出するための遠心分離機で

す。抽出した CGFを抜歯や手術をしたあとの

傷口に塗ると、術後の痛みが和らぎ、治癒を促す効果があります。 

 

●ピエゾサージェリー 

ピエゾサージェリーはインプラント手術や親知らずの

抜歯、歯周外科などで使用する、現在最も注目されて

いる手術用器具です。ほかの組織にダメージを与えず

に骨だけを切削するので術後の腫れや痛みを抑えるこ

とができ、治癒が早まります。 

 

●炭酸ガスレーザー、半導体レーザー 

当院では、炭酸ガスレーザーと半導体レーザー

を導入し、腫れや痛みの少ない、体に優しい治

療を行っています。炭酸ガスレーザーは、歯肉

の切開や炎症・痛みの緩和、止血、歯質強化な

どの目的で使用します。治癒を促し、免疫機能を高める効果があります。半導

体レーザーは殺菌作用があり、根管治療や知覚過敏、歯周病治療などに効果を

発揮し、術後の出血や痛みを軽減してくれます。 

 

●ロータリーファイル 

ロータリーファイルは、根管治療の際に根管を

拡大・形成するための器具で、安全で的確、か

つ効率的な根管治療を可能にしてくれます。 

当院では、一連の根管処置を行ったあと、根管

充填を行うことで、治療後の再発防止に努めて

います。 

 

●超音波治療器 

超音波治療器は、超音波を利用した治療器具で、

インプラント移植前の骨切削、骨造成、サイナ

スリフトなどの処置を行うときに使用します。

超音波が骨と歯ぐきに働きかけて治癒を促進

し、治療を安全かつ効率よく行うことができ、

治療期間の短縮にもつながります。  
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椿歯科クリニックの真心 

椿歯科クリニックの真心 

 

椿歯科クリニックは「安全・安心・快適」の確かな歯科医療の実現に向けて、

万全の医療体制で取り組んでいます。手術では、患者さんの安全をお守りする

生体監視システムを導入しています。当然ですが感染対策には万全を期してい

ます。また治療は、患者さんのプライバシーを守るため半個室となっています。 

 

快適 

当院は、患者さんに安心して通院していただけるよう、清潔で明るく快適な医

院づくりに取り組んでいます。 

 

待合室で治療を待っている間、患者さんの心は不安や緊張でいっぱいです。 

私たちスタッフは患者さんに和んでいただけるように明るい笑顔で対応いたし

ますので、リラックスして治療を受けていただきたいと考えています。 

  

また、接遇面にも力を入れております。患者さんに失礼のないようにあいさつ

や言葉遣いなどにも配慮していますので、歯医者が苦手という方でも安心して

ご来院ください。 
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院内ツアー 

受付 

 
 

待合室 

 

 

診療室 

 

 

カウンセリングルーム 
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ブラッシングスペース・トイレ 

 

 

レントゲン室 

 

 

医院案内 

椿歯科クリニック 

 

【住所】 

〒700-0902 

岡山県岡山市北区錦町 6-17 

アウルスタイル錦町 2-4F 

【電話番号】086-232-2770 

【診療時間】 

受付時間 月 火 水 木 金 土 日 

10：00～12：30 ○ ○ ○ ○ × ◎ × 

15：00～18：30 ○ ○ △ ○ × × × 

△水曜午後は手術日となっており、通常の診療はありません。 

◎土曜は 9：00～14：00までの診療です。 

休診日：金曜・日曜・祝日 

 

【アクセス】 

JR各線・新幹線「岡山駅」東口 徒歩 5分 

岡山電気軌道「岡山駅前」下車 徒歩 5分 

 

【お車でお越しの場合】契約駐車場（中外パーキング）がございます。  
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きにわ歯科医院 

 

 

 

 

 

 

当院のこだわり 

抜かずに活かせるかもしれません 

きにわ歯科医院では、できるだけ抜かない治療

を実現するため、保存療法に力を入れています。

院長を始めとするスタッフは、最新の治療技術

やノウハウを習得するために日々研鑽を重ね、

確かな診断力と技術力で、歯を残すための最善

の努力をいたします。 

 

歯の状態によって大がかりな治療となることがありますが、理由を説明せずに

あいまいなまま治療を進めることはいたしません。説明をきちんと行い、患者

さんご自身に「抜く」「抜かない」の判断をしていただきます。 

 

あらゆる方向から可能性を検討することで「歯を残す」治療の選択肢を広げる

ことができます。患者さんが納得して「残す治療」を選択していただけるよう、

常に技術の向上に努めてまいります。 
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審美治療結果のイメージを症例を見て一致させましょう 

当院では、口元を美しく整える審美歯科治療に

も力を入れています。審美歯科では、オールセ

ラミックやハイブリッドセラミック、ラミネー

トべニアなどの審美性・耐久性に優れた素材を

使い、患者さんのご要望に合わせながら、口元

をバランスの取れた美しさに整えていきます。 

 

歯のくすみが気になる方やより白い歯を追求している方には、ホワイトニング

がお薦めです。当院では歯科医院で行う「ホームホワイトニング」とご自宅で

できる「オフィスホワイトニング」の 2種類をご用意しています。患者さんの

ライフスタイルに合わせて、お好きな治療法をお選びいただけます。 

 

院内には症例写真を多数用意していますので、ご覧になりながら理想に近い口

元を探していただけます。口元が気になる方は、お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

定期健診専用室で快適なお手入れを受けられます 

院では、リラックスした環境の中で定期健診を

受けていただくために、メンテナンス専用ルー

ムを完備しております。 

 

メンテナンス専用ルームは治療スペースと完

全に分離していますので、歯科医院特有の薬の

臭いや機器の音を気にしたり、ほかの患者さん

に遠慮したりする必要がありません。従来の

「歯医者さん」のイメージを取り除いた環境で

すので、ゆったりした気持ちでメンテナンスを

受けることができます。 

 

  



 

 

Copyright(C) 医療法人 明生会グループ.All Rights Reserved. 

きにわ歯科医院の真心 

きにわ歯科医院の真心 

 

明生会グループは「真心」を大切にした診療を心がけ、患者さんに「安全・安

心・快適」な治療を提供しています。グループに属するきにわ歯科医院では特

に予防歯科に取り組み、患者さんの歯の健康をお守りしています。 

 

当院では、もっと気軽に定期健診を受けていただけるよう、メンテナンス専用

ルームを完備。診療室と分離した快適空間の中で、リラックスしながらメンテ

ナンスを受けていただけます。メンテナンスの研鑽を重ねた歯科衛生士が、お

口の中の汚れを丁寧かつ確実に取り除いていきます。真心を込めたプロの施術

で、患者さんの健康な歯をお守りします。 

 

 

 

快適 

 

当院では、清潔感と明るさを意識した居心地のよい院内づくりを目指していま

す。すべての患者さんを温かい笑顔でお迎えしていますので、歯科医院が苦手

な方でも安心して通院できる歯科医院です。 

 

私たちスタッフは接遇面にも力を入れ、心を込めたあいさつと丁寧な言葉遣い

で温かくおもてなしいたします。快適な時間を過ごしていただけるよう、スタ

ッフ全員で患者さんをお迎えしますので、安心してご来院ください。 
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院内ツアー 

受付 

 

 

待合室 

 

診療室 

 

 

ブラッシングスペース・トイレ 
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レントゲン室 

 

 

歯科用 CT 

 

 

医院案内 

きにわ歯科医院 

 

【住所】 

〒700-0013 

岡山県岡山市北区伊福町 1-10-14 

 

【電話番号】086-253-2266 

【診療時間】 

受付時間 月 火 水 木 金 土 日 

9：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

14：00～17：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

休診日：日曜・祝日 

 

【アクセス】 

JR各線・新幹線「岡山駅」西口 徒歩 15分 

（岡山駅 西口より北へ向かい、済生会病院を左折し西へ 300メートル） 

 

【お車でお越しの場合】 

岡山駅より車で 3分 駐車場完備しております。 
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きにわ平島歯科 

 

 

 

 

 

 

当院のこだわり 

幅広い診療科目に対応 

 

明生会グループは、椿歯科クリニック・きにわ歯科医院・きにわ平島歯科の 3

医院が、それぞれの特徴を活かした診療を行っています。中でも当きにわ平島

歯科では、小児歯科から矯正治療、歯周病まで、幅広い診療科目に対応してい

ます。 

 

特に治療が難しい難症例の患者さんなども、3

医院が相互に連携を取りながら、グループ全体

の力で診療する協力体制を整えています。 
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ファミリーで通える歯医者さんです 

きにわ平島歯科は、アットホームな雰囲気を大

切にした歯科医院です。地域の「かかりつけ医

院」としてご家族で相談される患者さんも多く、

お子さんからご高齢者まで、幅広い世代の方に

来院していただいています。 

 

虫歯のないお子さんに育てるには、小さい頃から歯医者さんに通う習慣を身に

付けることが大切です。早い時期から定期健診を受けることで、虫歯などのリ

スクが軽減されます。 

 

大人の方でインプラント治療など高度な治療を必要とする場合は、グループ全

体で連携を取りながら治療にあたります。一般歯科から歯周外科などの高度な

治療まで、さまざまな症例に対応いたしますので、安心してお任せください。 

 

 

 

 

 

小児矯正、食育への取り組み 

当院では、お子さんの歯の健康を守るために、

小児矯正や食育指導に力を入れています。 

 

近年、子どもたちのあごの骨が小さくなり、歯

並びや咬み合わせが悪く、お口の中のトラブル

を抱えている子が増えてきました。バランスの

取れた栄養と正しい食習慣を身に付けることが、丈夫で健康な歯を作ります。

不揃いの歯並びや咬み合わせは、矯正治療で理想的な状態に整えることができ

ます。 

 

子どもの成長は早く、お口の中の状態も日々変化します。定期健診を受ける習

慣が身に付けば、虫歯の早期発見・治療につながります。また、歯並びが悪い

お子さんも、経過観察を続けながら矯正治療を始めるタイミングを見極めるこ

ともできます。 

 

ぜひ、歯科医院への通院をお子さんに習慣づけ、健康な人生を過ごせるように

サポートをしてあげましょう。 
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食育指導について 

子どもの場合、おやつで与える食べ物や食べる時間を見直すだけで、虫歯のリ

スクが大きく軽減されます。 

 

たとえば 1日に飲むジュースの量が 200mlでも、おやつと食事の間（食間）に

飲むと虫歯になりやすい傾向があります。ジュースはおやつと一緒に飲み、そ

れ以外の時間帯で水分を摂るときは、糖分を含まない麦茶などを飲むようにす

ると、虫歯のリスクが軽減されます。 

 

矯正治療について 

当院の院長は床矯正研究会に所属し、子どもの

矯正治療に力を入れています。 

 

10 歳までのお子さんで矯正治療が必要と思わ

れる場合は、床矯正をお薦めしています。 

10 歳以上のお子さんは、矯正治療の専門医が

責任を持って担当いたします。 

 

 

●床矯正とは 

取り外し式のあごの拡大装置を使い、理想的な歯並びに整える矯正治療です。

永久歯に生え変わる前に治療を開始することで、歯を抜かずに矯正することが

できます。 

 

永久歯が生え揃った頃に始める矯正治療になると、歯が動くスペースがなけれ

ば、抜歯をして隙間を確保しなければなりません。床矯正では、あごが狭くて

歯がきれいに並ばない場合はあごを正常な大きさに誘導し、上下のあごの位置

が悪い場合は位置関係を正しく導くことで、抜歯をせずに理想的な状態に整え

ることができます。 
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きにわ平島歯科の真心 

きにわ平島歯科の真心 

 

明生会グループでは「安全・安心・快適」な歯科医療を実現する、真心の診療

を行っています。グループに属するきにわ平島歯科は、アットホームな雰囲気

を大切にした、ご家族揃って通院できる歯科医院です。 

 

診療室は、ほかの患者さんを気にせず治療が受

けられるよう、パーテーションで区切った半個

室。快適な環境を整えているので、歯科医院が

苦手な方でも安心して治療が受けられます。真

心を込めた診療と将来を考えた治療で、患者さ

んの 10年、20年先の歯の健康をお守りいたし

ます。 

 

快適 

  

当院では、歯科医院が苦手な方でも安心して通院できるよう、清潔感と明るさ

を大切にした、快適な院内づくりに取り組んでいます。 

 

来院された患者さんすべてに、快適な時間を提供したいと考えております。不

安や疑問をお持ちの方が気軽に相談できるよう、一人ひとりに明るい笑顔で対

応。あいさつや言葉遣いなどの接遇面にも力を入れ、おもてなしの心で患者さ

んをお迎えいたします。スタッフ一同、居心地のよい歯科医院を目指していき

たいと考えています。 
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院内ツアー 

受付 

 

 

待合室 

 

診療室 

 

 

ブラッシングスペース・トイレ 
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レントゲン室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医院案内 

きにわ平島歯科 

 

【住所】 

〒709-0631 

岡山県岡山市東区東平島 1217-4 

 

【電話番号】086-297-4300 

【診療時間】 

受付時間 月 火 水 木 金 土 日 

9：00～12：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

14：30～18：30 ○ ○ × ○ ○ △ × 

△土曜午後は 14:00～16:30までの診療となります。 

休診日：水曜午後・日曜・祝日 

 

【アクセス】 

JR本線「瀬戸駅」より南へ 2.5km 

【お車でお越しの場合】 

山陽自動車道 山陽インターチェンジより、南へ約 3.4km 

平島交差点より、北へ約 1.2km 駐車場完備しております。 
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技工センター 

 

 

 

 

 

 

技工センターについて 

精密な技工物を製作しています 

 

明生会グループは、技工所を併設しております。その目的は、歯科医師と綿密

に連携を取るためです。 

 

明生会の技工士は、歯科医師と共に学び、熟練

した匠の技を習得しています。歯科技工は精密

技巧が命です。明生会技工センターでは、すべ

て拡大鏡を使って完成度の高い補綴物の製作

を行っています。 

 

更に最新の技工機器を完備し、色や形など患者さんのお口にぴったり合う審美

的補綴物をオーダーメイドで製作しています。 
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センター長あいさつ 

技工センターでは、10年以上のキャリアをもつ

技工士が 3名在籍し、各医院と連携を取りなが

ら、より質の高い技工物製作を目指しています。 

 

患者さんのお口の中に違和感なくフィットし、

笑顔になっていただける。そんな技工物を、こ

れからもスタッフ一同、全力で製作いたします。 

 

最新の技工設備 

ネオ スーパーキャスコム（ヒータ加熱方式加圧鋳造機） 

新開発のセラミックヒータ方式を採用した加圧

鋳造機です。金属を適正な温度で溶かすことが

でき、銀合金からコバルト合金まで鋳造可能。

金属量の多いインプラント上部構造にも対応し、

欠陥のない鋳造物を作ることができます。 

 

 

 

エンプレス e-max 

金属を使わないオールセラミックの製作に使

用します。前歯・臼歯（奥歯）のオールセラミ

ック冠やラミネートベニア、ブリッジ、インレ

ー、アンレーに至るまで、幅広く対応します。

陶材を溶融し、鋳造方式で適合のよいものが作

れます。 

 

ロカテック 

メタルやレジン、セラミックスの表面と金属を

化学的に強力に接着する接着強化システムで

す。ロカテックシステムは 1989年にドイツ語

圏諸国で確立され、機械的維持を必要としない

接着強化の技術として認められています。 


