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はじめに 

初めまして。富樫歯科クリニック/院長の富樫和

浩です。ドカ雪で有名な北海道岩見沢市にある

当クリニックは、一般歯科から小児歯科、歯周

病治療、審美歯科、義歯、インプラントまで幅

広く診療科目を設定しており、特に予防に力を入れた診療を行っております。 

 

治療を成功に導くために、とても大切なことがあります。それは、患者さまご自身

に、治療に対して主体的・積極的に参加していただくことです。初診カウセリング

のとき、患者さまから「先生にお任せします」と言っていただくことがあります。

私を信頼してくださり、お任せいただけるのだと思うと、大変ありがたく感じます。 

 

治療の目的は、患者さまのお口の健康をとおして体を健康に導き、ハッピーライフ

を送っていただくことです。患者さまの幸せは、ご自身が積極的に治療に参加する

ことで実現します。治療にはどうか積極的に参加していただき、十分に納得された

上で治療方法を選択してください。 

 

当クリニックでは、完全個室の診療室で患者さまのお口の中の状況を診査・診断し、

その内容をわかりやすくお伝えし、治療方法をご提案します。とかく、ドクターは

治療の理想を追求しがちですが、患者さまに押し付けることがないように心がけて

おりますので、一つひとつ相談しながら決めていきます。 

 

この小冊子では、こうした当院の治療方針をはじめ、各治療についてご紹介してい

います。ぜひ一度読んでみてください。 
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衛生士のカウンセリング 

当院では、前向きに治療に取り組んでいただくために、歯科衛生士による歯周病治

療のカウンセリングを行っています。 

 

カウンセリングでは、歯周病についての説明と、歯周病検査とその結果をもとに歯

周病予防の指導をします。疑問に感じることがあれば、わかりやすく説明いたしま

すので、遠慮せずに質問してください。歯科衛生士が責任を持って指導しますので、

歯周病完治を目指して一緒に頑張りましょう。 

 

歯周病予防に役立つファイルをプレゼント 

カウンセリングが終わったあとは、歯周病検査の結果やお口の中の状態をまとめた

ファイルをお渡ししています。ご自宅に持ち帰っていただけますので、お時間のあ

るときにゆっくりご覧ください。ファイルを見ていただくことで、カウンセリング

の内容を振り返ることができ、予防の大切さを実感されると思います。今後の口腔

ケアにお役立てください。 

 

日本歯周病学会認定の認定歯科衛生士による歯周病ケア 

当院には、日本歯周病学会が認定する「認定歯

科衛生士」が在籍しています。この資格を持つ

歯科衛生士は全国でも 935 名（2013 年 11 月

現在）。北海道でも 20 名前後とそう多くはあ

りません。より高度な知識と技術で重度の歯周病の基礎治療を担当します。常に口

腔ケア技術の向上に努めていますので、安心してお任せください。 
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説明は iPad で 

当院では、よりわかりやすくお口の中の状態を

お伝えするために、iPad を使った視覚に訴え

る説明を行っています。治療を始める前に撮影

したレントゲン写真やお口の中の写真などの

データを iPad に取り込み、画面をお見せしながら説明します。また、解析ソフト

を使って分析したシミュレーション結果もご覧いただけますので、より的確にイメ

ージをお伝えすることができます。 

 

当院が考えるインフォームド・コンセントの定義 

現在、多くの歯科医院でインフォームド・コンセントを重視した診療を行っていま

す。インフォームド・コンセントとは、医師による説明と患者さまの同意を意味し

ています。しかし多くの方が本来の意味とは少し違った捉え方をしているようです。 

 

本来のインフォームド・コンセントとは、医師が説明した内容に対して、患者さま

から同意をいただくことです。患者さまが正しく判断できなければ、同意していた

だくことができません。歯科医師の役割は、患者さまに判断材料となる適切な情報

を正確にお伝えすることです。そのためにも、症状や治療方法についてわかりやす

く説明することが大切だと考えています。決してドクター側が患者さま側に「する」

ものではありません。 

 

インフォームド・コンセントでは、歯科医師が将来の起こり得る変化と、それを未

然に防ぐための治療方法をわかりやすく説明し、患者さまに理解していただいた上

で同意をいただきます。時には時間が必要な場合もありますが、すべての患者さま

が納得した上で治療を受けていただきたいと考えています。 
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チームワーク体制 

歯科医院には、歯科医師・歯科衛生士・技工士など、さまざまな専門家がいます。

治療において、これらの役割を担ったスタッフが連携することで、安全・安心・確

実で患者さまが満足できる歯科治療が実現できます。 

 

当院の特徴は、患者さまをチームで支える歯科治療です。治療を行う院長と口腔ケ

アを担当する歯科衛生士、人工歯を作る技工士がチームワーク体制を組み、患者さ

まの歯の健康をお守りします。 

 

歯科衛生士は歯周病予防のエキスパート 

歯周病治療のカウンセリングは、歯科衛生士が担当しています。他院ではあまり見

られないことですが、患者さまの不安感を少しでも和らげるために、責任を持って

担当いたします。丁寧な歯周病予防の指導と、きめ細かなメンテナンスを行いなが

ら、大切な歯を歯周病からお守りします。 

 

院内技工所を併設 

当院では院内技工所を併設し、保険適用の技工

物を院内で製作しています。院内技工所のメリ

ットは、院長の指示を口頭で説明することがで

きるのでイメージが的確に伝わり、スピーディ

に仕上がります。また、色を決めるときに色見本だけでは判断が難しい場合は、技

工士がチェアーサイドに行って確認します。患者さまの歯の色を直接見ますので、

保険でも違和感が少ない色に仕上げることができます。こうしてできた技工物の仕

上がりの完成度は非常に高く、装着したときの調整が少ないので、その精度の高さ

に多くの患者さまから驚きの声をいただいています。 
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女性ならではの感性を活かした院外技工所 

保険外の技工物は、院外技工所に発注しています。院

長と技工士は 20 年来の親交がある仲。院長の指示を

正確に理解し、難しい要望にも柔軟に対応してくれま

す。女性ならではの感性ときめ細かさが作り出す技工

物は、緻密で狂いがほとんどない仕上がりです。また、

仕上がりに納得できないときは、適合するまで作り直しますので、患者さまに満足

していただけるものと自負しております。 

 

技工物の精度を高める工夫 

ぴったり噛み合う状態に仕上げるコツは、歯型を作るときに削るべきところをしっ

かり削って正確に仕上げることです。院長は、すべての治療で拡大鏡（サージテル）

を使用し、削り残しがないようにきちっと仕上げてから渡すように心がけています。 

痛みの少ない治療 

当院では、治療中の不安を取り除くために、痛みの少ない治療に取り組んでいます。

痛みを嫌うのは、大人もお子さまも同じです。もし自分が患者さまの立場だった 

ら、できるだけ痛くない治療をしてほしいと思います。痛みを抑える工夫など、安

心できる治療を心がけていますので「むし歯かな？」と思ったら、できるだけ早め

にご来院ください。 

 

麻酔注射を使った痛みの少ない治療 

当院では、治療中の不安や緊張を取り除くために、麻酔注射を使った痛みの少ない

治療に取り組んでいます。痛みが気になり緊張すると、全身の筋肉が固くなり、か

えって痛みが強くなります。治療前に麻酔注射をしますので、痛みの恐怖を和らげ

ることができます。 
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痛みを軽減する当院の 4つの取り組み 

【その 1】表面麻酔で針を刺したときの痛みを抑える 

麻酔注射を打つ前に「表面麻酔」を使用して、

針を刺したときの痛みを和らげます。表面麻酔

とはジェル状の麻酔薬のことで、直接患部に塗

って痛みを感じにくくさせる方法です。表面麻

酔を塗ると患部周辺の知覚が麻痺してきますので、針を刺したときの痛みが軽減さ

れます。 

 

【その 2】ゆっくり丁寧に薬を注入する 

麻酔の際には、患者さまの様子を見ながら圧力や速度を調整し、ゆっくり丁寧に薬

を注入しますので、薬を入れるときの違和感が抑えられます。 

 

【その 3】温めた麻酔液で痛みを和らげる 

薬を注入するときの違和感は、麻酔液の温度が関係しています。麻酔液が冷たかっ

たり熱すぎたりすると、痛みや不快感が強くなります。最も違和感が少ない温度は、

体温に近い温かさです。当院では温めた麻酔液を使用しますので、薬を注入すると

きの違和感や痛みがほとんどありません。 

 

【その 4】一声かけてから注射をする 

麻酔注射をするときは「これから注射しますけど、ごめんなさいね」「チクッとす

るかもしれませんが、すみませんね」など、必ず一声かけてから注射をします。ま

た、麻酔注射が苦手な方には、心の準備をしていただくために、あらかじめ次回の

治療で麻酔が必要になることをお伝えします。精神的な不安や緊張を取り除くこと

も、痛みを少なくするための、大切な取り組みだと考えています。 
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定期的なメンテナンスと予防 

当院では、むし歯や歯周病で歯を失わないために、メンテナンスに力を入れていま

す。メンテナンスでは、歯磨きでは落としきれないプラーク（歯垢）や歯石を丁寧

に取り除き、歯肉を引き締めて、お口の中の環境を整えます。定期的にメンテナン

スを受ければ、むし歯や歯周病の早期発見・早期治療にもつながります。 

 

3か月に一度の定期検診を 

治療したあとの状態を長持ちさせるために、当

院では定期検診をおすすめしています。定期検

診では、汚れを落とす歯のクリーニングや、本

格的な歯のクリーニングである PMTC､歯ブラ

シ指導などをとおして、お口の中を健康に保つための処置や指導をします。 

お口の中を健康に保つには、3 か月に一度の定期検診がおすすめです。歯周病の進

み具合によっては、もう少し間隔が短くなることもありますが、患者さまの歯の状

態やご都合に合わせながら決めますので、お気軽にご相談ください。 

 

正しい歯磨き方法で歯を守る 

むし歯や歯周病予防の一番の近道は、毎日の歯磨きです。隅々まで丁寧に磨くこと

で、お口の中の汚れをキレイに落とし、むし歯や歯周病になりにくい環境を整えて

くれます。しかし、どんなにしっかり磨いたつもりでも、歯ブラシがうまくあたら

なければキレイに汚れが落ちません。 

 

定期検診では、磨き残しをなくすブラッシング指導を行っています。歯ブラシの当

て方や動かし方を、鏡をお見せしながら指導しますので、歯磨きのコツが身につき

ます。



 

Copyright(C) 2014 富樫歯科クリニック.All Rights Reserved. 

根管治療は短期間で 

一般的に、根管治療は難易度が高く、完治させるまでに相当の時間がかかるといわ

れています。しかし、治療期間が長引けば長引くほど成功率が下がりますので、歯

を長持ちさせるには、スピーディさが要求されます。 

 

当院の根管治療の特徴 

●スピーディで確実な処置 

根管治療の成功率を高めるには、スピーディさ

と確実さが要求されます。当院では初めて根管

治療を施す場合、すべての歯に対して抜髄処置

を 1 回で終わらせます。麻酔を施したあと、初回の治療で悪い部分をすべて削り取

り、神経を取り除きます。スピーディで確実な処置が細菌感染リスクを軽減し、根

管治療の成功率を高めます。 

 

●治療中の事故を防ぐためにラバーダムを使用 

根管治療の成功率を下げる原因の 1 つに、細菌感染があります。お口の中に溜まっ

た唾液に含まれる細菌による感染です。当院では、感染リスクの高い患者さまには、

状態に応じてラバーダムを使用することがあります。この使用により、重度の患者

さまの治癒率が一層高まります。 

 

●根の炎症を抑えるレーザー治療 

根の先に膿ができたときや抜髄処置を施したあと、CO2（炭酸レーザー）を患部に

照射して細菌を殺菌・消毒します。CO2 レーザーは、組織皮下層に直接作用して

腫れや痛みを和らげる作用があり、治癒力を高めてくれるので、少ない治療回数で

完治することができます。
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むし歯治療 

当院の治療の特徴はスピーディで確実な処置です。初回の治療で感染した部分を残

さず削り取ります。スピーディかつ確実に処置しますので、治療後の再発率が少な

く、歯を長持ちさせることができます。 

 

再発しない長持ちする治療 

●悪い部分は徹底して取り除きます 

当院では、患者さまに再治療をさせたくありま

せん。治療したあとの再発を防ぐために、悪い

部分は徹底して削り取ります。もちろん、残せ

るのであれば、できるだけ削らない方法を考えます。しかし、残しておくことで確

実に悪化すると判断できるのであれば、しっかり削らなければなりません。 

再発を防ぐことは、歯を長持ちさせることと同じです。そのためにも、当院では取

るべきものは徹底して取り除きます。削るべき部分を取り残し、結果、再治療を招

いてしまっては本末転倒です。 

 

●一旦手を止めて、患者さまの同意を求めます 

歯を削っている途中に、むし歯が深く進行していることがわかり、大きく削らなけ

ればことがあります。そのようなときは、患者さまに状況を説明し、削ることにつ

いて同意を得た上で治療を進めます。また、むし歯が神経付近に達しているときも、

まずは一旦手を止めて、患者さまに神経を取り除く処置が必要であることをきちん

と説明し、了承を得た上で抜髄処置をします。 

 

治療中は麻酔をかけていますので痛みはありませんが、何回も痛い思いをさせたく

ないという、院長の思いから、1回の治療でできる限りの処置をしています。 
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予防歯科・定期検診 

当院は、メンテナンスに力を入れた予防歯科に取り組んでいます。メンテナンスで

は、歯磨き指導や歯のクリーニングなど、一人ひとりの患者さまに合わせた予防的

な処置を行うことで、むし歯や歯周病になりにくい環境を整えます。当院の予防歯

科で、むし歯や歯周病知らずになりましょう。 

 

セルフケアとプロフェッショナルケアで歯を守る 

歯周病予防の基本は、毎日の歯磨き（セルフケア）と定期メンテナンス（プロフェ

ッショナルケア）を受けて、お口の中の状態を健康に保つことです。歯周病がある

方でも、セルフケアとプロフェッショナルケアで、安定した状態を保つことができ

ます。しかし、口腔ケアを怠っているとどんどん悪くなり、歯肉の腫れや出血、歯

のぐらつきなどの症状が現れます。特に重度の歯周病になるとなおさらで、最悪、

抜歯にもなりかねません。歯周病で歯を失わないためにも、メンテナンスが不可欠

です。重度の歯周病でも最善の努力をいたしますので、大切な歯を守るために一緒

に頑張りましょう。 

 

●セルフケアとは 

ご自身で行う毎日の歯磨きです。食事のあとの汚れを歯ブラシで丁寧に落として、

お口の中を清潔にします。歯磨きの予防効果は高く、たった 1 本の歯ブラシでも、

しっかり磨けばお口の中のトラブルを防ぐことができます。 

 

●プロフェッショナルケアとは 

歯科医院で行うメンテナンスのこと。歯科衛生

士が専用器具を使い、歯磨きでは落とし切れない汚れ（プラーク）や歯垢などのバ

イオフィルムを取り除いて、お口の中の環境を整えます。
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審美歯科・ホワイトニング 

歯の色や形など、見た目が気になる方はいませんか。こうした方に最適な治療が審

美歯科治療です。審美歯科治療とは、口元の美しさと機能性を重視した治療です。

審美性・耐久性に優れた素材を使い、天然歯のような健康的で自然な歯に仕上げる

ことができます。 

 

歯の色、顔立ちを踏まえた美しさを提供 

当院では、歯の色や形、顔立ちや口元全体を考慮した審美歯科治療を行っています。

「オールセラミックス」「メタルボンド」「ラミネートベニア」などの素材を取り扱

っておりますので、患者さまのご要望に合わせてご提案いたします。 

 

いずれも審美性・耐久性に優れていますが、中でもオールセラミックスは、天然の

歯と遜色のない自然な美しさとつやがあり、特に若い方に人気があります。現在当

院では、特別な状況を除き、すべてオールセラミックスで治療を行っています。 

 

また、当院では、バランスを重視していますの

で、全体の歯の色や形に合わせた人工歯をご提

供しています。色を決めるときは、シェード 

ガイド（色見本）と照らし合わせながら、より自然に見える色を選びますので、 

違和感がない美しさに仕上げることができます。 

 

マウスピース矯正で口元を美しくする 

当院では、軽度の不正歯列の方には、マウスピース矯正治療で歯並びの悩みを改善

しています。マウスピース型の装置を使った矯正法は、ワイヤー矯正のような違和

感や煩わしさがなく、透明なプラスチック素材を使用しているので、気づかれずに
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矯正治療ができます。歯並びが気になる方は、

一度、ご相談ください。※マウスピース矯正は、

比較的軽度の方が対象となります。 

 

歯を削らずに白くするホワイトニング 

ホワイトニングとは、薬剤の力で歯を白くする治療法です。歯の表面にホワイトニ

ング剤を塗布し、内部に浸透させて白くします。歯の内部から綺麗に白くなります

ので、処置後はつやのある自然な白さと美しさになります。 

 

ホワイトニングは、1 回で効果が現れるものから、数週間かけて徐々に白くしてい

くものなど 3 種類あり、それぞれ特徴があります。なお、時間が経過すると後戻り

しやすくなりますので、白さを保つには定期的に検診を受けることをおすすめいた

します。 

歯周病治療 

歯周病は、歯周病菌が引き起こす病気です。感染すると歯を支えている歯槽骨が溶

かされ、やがて支えきれなくなると歯がぐらつき始めます。最後には歯が抜け落ち

てしまう恐ろしい病気です。 

 

歯周病の恐ろしさは初期症状がないこと。自覚症状が現れたときにはすでに手遅れ

になっていることも少なくありません。歯周病は早期発見することで進行を食い止

めることができます。歯周病検査で正確な診断ができ、症状に合わせた適切な治療

が受けられます。大切な歯を守るためにも、歯周病検査をおすすめしています。 

 

メンテナンスを重視した歯周病治療 

歯周病はセルフケアとプロフェッショナルケアをきちんと行うことで予防できま
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す。当院では、予防に力を入れた歯周病治療に取り組んでいます。たった 1 本の歯

ブラシが、あなたの歯を守ります。80 歳になっても 20 本の歯を残せるように一緒

に頑張りましょう。 

 

専門技術と知識が豊富なスタッフが充実 

当院では、専門知識と高度な技術を持つ院長と

歯科衛生士による、歯周病治療を行っていま 

す。当院/院長は、歯科医療の先進国、アメリ

カの大学病院に留学し、最先端の歯周病治療を

習得してきました。予防を重視した治療と高度な歯周外科手術で、重度の歯周病を

完治させています。さらに、日本歯周病学会が認定する認定歯科衛生士による、歯

周病の初期治療も行っています。 

 

歯周病が改善してから、人工歯や詰め物を入れる 

当院では、長持ちさせる治療をするために、歯肉の状態が改善してから歯型を取り

ます。治療前に歯周病検査を行い、必要に応じて歯のクリーニングを行います。歯

肉が安定してから歯型を取るので、人工歯を被せたときの隙間がなくなり、歯を長

持ちさせることができます。 

 

歯周病がもたらす病気 

「歯周病で歯が抜けても、そのまま放置しておけばいい」こんなことを考えている

方はいませんか？最近では、糖尿病・早産・未熟児・心臓病・脳卒中・肺炎など、

さまざまな病気との関係が指摘されています。特に高齢になると、心臓病や糖尿病

などの全身疾患を抱えた方が多く、歯周病菌の悪影響が懸念されます。 

 



 

Copyright(C) 2014 富樫歯科クリニック.All Rights Reserved. 

根管治療 

「冷たいものや熱いものが強くしみる」「歯が激しく痛む」「神経を取ったのに、噛

んだときに歯が痛い」「歯の根元が腫れてきた」といった症状は、治療した歯の神

経が壊死したために起きています。かなり深刻化しているため、通常の治療では歯

を残せません。こうした重篤化した歯を残すための処置が根管治療です。根管治療

は、重症化した歯を残すことができる、唯一の治療といえます。 

 

確かな技術が根管治療の成功率を高める 

根管治療は難易度が高く、処置の仕方が成功率

を左右するともいわれています。特に汚れが残

ったまま治療を終えると、細菌感染を起こして

さらに状態が悪くなります。成功率を高めるた

めには、汚れや細菌を確実に取り除き、根管内を無菌状態にしなければなりません。 

 

当院は、根管治療の成功率を高めるために、スピーディで確実な治療を心がけてい

ます。初めて抜髄を施す歯の場合、初回の処置で確実に神経を取ります。そのまま

薬を詰めて 1 回で治療を終了します。 

 

歯を残すことが健康生活につながる 

歯の根の周りには歯根膜という神経の膜があります。人はその膜を介在させて咀し

ゃくし、食事をすることにより脳に刺激を送ります。言い換えれば、差し歯であっ

ても自身の歯で噛む、食事をするということに大きな意味があります。当院では 1

本でも多くの歯を残すべく最善の処置を施します。 
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義歯（入れ歯） 

当院の入れ歯のコンセプトは、しっかり噛み合う入れ歯です。歯型を丁寧に取って

模型を作り、噛みやすい位置を考えながら歯を並べていきます。通常は 1 回の型取

りですが、難症例の場合は精度を高めるために 2回行い、しっかり噛める入れ歯に

仕上げます。一人ひとりの患者さまに合わせた、使い心地の良い入れ歯をお作りし

ますので、入れ歯でお悩みの方は、ぜひご相談ください。 

 

保険でもしっかり噛める入れ歯 

当院では、初めてお作りする方には保険の入れ歯をおすすめしています。安定性や

快適さを心配される方もいらっしゃいますが、治療期間が短縮でき治療費の負担も

軽減できます。当院の入れ歯は、噛み心地を重視した保険でもしっかり噛める入れ

歯ですので、まずは慣れることから始めてみてはいかがでしょうか。 

自費と保険の入れ歯の違い 

入れ歯には、使う材質などによって、保険適用のものと保険外（自費）のものがあ

ります。この 2 つの大きな違いは、使用する素材の差です。 

 

保険の入れ歯にはさまざまな制約があります。

使用する材質が決まっているため、装着したと

きに違和感を訴える方も少なくありません。こ

れに対して自費の入れ歯には制限がありません。チタンや金合金、シリコンなどの

特殊樹脂など良質な素材が多く、美しさや噛み心地、装着感などにおいて、満足で

きる入れ歯に仕上げることができます。 

 

当院では、保険適用の入れ歯から金属バネを使わないバルプラスト、安定性の高い

インプラント義歯など、さまざまな入れ歯に対応しています。
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インプラント 

インプラントとは、失った歯の機能を回復する治療で、あごの骨の中にインプラン

ト（人工歯根）を埋入し、その上から人工歯を装着する治療です。入れ歯のような

不安定さがなく、ブリッジのように歯を削る必要もありません。当院のインプラン

ト治療で、自分の歯で噛める喜びを取り戻してください。 

 

安全かつ正確でスピーディなインプラント治療 

当院のインプラント治療は、ノーベルケア社の

ノーベルガイドシステムを導入した、安全・正

確・スピーディな治療です。コンピューター上

でインプラント体の移植位置を正確にシミュレーションし、ガイドサージェリーを

使った手術で、歯肉を切開する量や腫れ・痛み・出血を最小限に抑えています。 

これにより、治療期間が短縮でき、お口の中の状態によっては当日に仮歯を入れる

こともできます。 

 

40年の臨床実績が証明する安全なインプラント治療 

インプラント体の素材は、生体親和性が高く、歯と馴染みやすい「チタン」を使用

しています。チタンは、人体への影響がほとんどなく、金属アレルギーが起きにく

い素材といわれ、整形外科を始めとする医療現場でも取り入れられています。 

 

さらに気になるのが手術に伴う痛みです。局所麻酔をかけてガイドサージェリー手

術をしますので手術中は痛みがありませんし、腫れもほとんど出ません。術後も軽

い痛みですみます。手術時間は 1 時間程度かかります。術後は少し腫れと痛みが出

ることがありますが、ほとんどの方は 2～3 日で違和感が消失します。 
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インプラントを安定した状態で使い続けるために 

インプラントはむし歯にはなりませんが、周囲の歯肉が炎症を起こしたり、歯周病

に感染したりすることがあります。万が一インプラント歯周炎を引き起こすと、移

植したインプラントが脱落することもありま

す。安定した状態を保つためには、そのあとの

お手入れがとても重要です。 

 

インプラント治療は手術を終えてから、本当の治療が始まります。安定した噛み心

地を長持ちさせるためにも、メンテナンスが必須となります。 

 

当院では、インプラント体の脱落や欠損などのトラブルが起きたときのために、5

年間の保証期間を設けています。3 か月～半年に一度、当院指定の間隔できちんと

メンテナンスを受けている方が対象となります。 

小児歯科 

当院は、お子さまが笑顔で通える歯医者さんです。お子さまが安心して治療が受け

られるように、家族と接するような気持ちで対応しています。通院するのが楽しい

環境を整えていますので、安心してお任せください。なかなか歯科医院に慣れず、

診療室へ入ったとたんに泣き出す子もいますが、当院は個室の診療室ですので、ほ

かの患者さまに気兼ねしなくて大丈夫です。 

 

お子さまの自主性を尊重します 

当院は、お子さまの自主性を第一に考えています。緊急性がある場合を除き、嫌が

るお子さまを押さえつけるような治療はいたしません。無理やり治療すると、歯医

者さん嫌いにさせてしまうだけでなく、怪我や事故にもつながります。 
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まずは歯磨きの練習から始め、慣れてきてから治療を始めます。我が子のようにお

子さまを見守っていますので、安心して治療を受けてください。 

 

お母さんのサポートでむし歯ゼロを目指そう 

当院は、お子さまのむし歯ゼロを目指していま

す。むし歯のないお子さまを育てるには、保護

者さまの協力が欠かせません。磨き残しをなく

すために、必ず保護者さまがチェックをしてあ

げましょう。 

 

小学 3 年生ぐらいからお子さまの自立が始まるため、仕上げ磨きを嫌がることがあ

るかもしれません。親子のコミュニケーションを深める貴重な時間にもなりますの

で、小学校を卒業するまでは、保護者さまがしっかりサポートしてください。 

定期検診にぜひお越しください 

お子さまの歯は、柔らかくてむし歯になりやすい特徴があります。むし歯を作らな

いためには、日頃からお口の中の環境や生活習慣を整えておくことが大切です。当

院では、春休みや夏休み、冬休みなどを利用した定期検診をおすすめしています。 

 

定期検診では、赤い染め出し液を使ってむし歯のチェックと歯のクリーニングを行

い、仕上げに歯を強くするフッ素を塗ります。万が一、むし歯があっても早期発見・

早期治療ができますので、怖がらずに治療が受けられます。 

 

また、早い時期から検診を受けることで、むし歯になりにくい環境に整えることが

できます。生えている歯が 1～2 本でも結構です。フッ素を塗布しますので、ぜひ、

お子さまを連れて来てください。 



 

Copyright(C) 2014 富樫歯科クリニック.All Rights Reserved. 

院内ツアー 

受付 

受付ではスタッフが笑顔でお出迎えいたしま

す。ご予約の相談から、治療中の疑問・質問な

ど、どうぞお気軽にお尋ねください。また、歯

ブラシなどのデンタルグッズを販売しており

ますのでむし歯予防に役立ててください。 

 

待合室 

リラックスしながら診療をお待ちいただける

ように、広めのソファをご用意しました。小さ

なお子さまが遊べるキッズスペースも完備し

ております。また、ウォーターサーバーを設置しておりますので、どうぞご自由に

お飲みください。 

 

診療室 

当院の診療室はそれぞれ独立した個室になっており、患者さまのプライバシーに配

慮しております。診療ユニットには見やすい

モニターを設置。患者さまのお口の中の写真

を映しながらご説明することで、わかりやす

い治療案内ができるよう心がけております。 
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ブラッシングスペース 

診療前、診療後のブラッシングやお化粧直しな

ど、どなたでも気軽にご利用いただけるブラッ

シングスペースを完備しています。 

 

デジタルレントゲン 

胸のレントゲンなどを撮るのに比べ、歯は面積

が小さいので被曝量はほとんどありません。加

えて、デジタルレントゲンを使用することによ

って、その被曝量をさらに 1/5 程度にまで削

減することができます。また、デジタル操作により撮影画像を拡大することができ

るため、綿密な治療計画を立てることができます。 

 

感染対策 

当院では手袋やコップ、エプロンまで、可能な

限りディスポーサブル(使い捨て)を徹底して

います。使用するミラーやピンセットなどは、

滅菌パックに入れて、患者さまの前で開封いた

します。また、高圧蒸気滅菌器、薬液滅菌、ガス滅菌などの各種滅菌機器にて滅菌

処理を行っておりますので、ご年配の方から小さなお子さままで安心して治療を受

けていただけます。 
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院長紹介 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 

 

歯医者さんに行くとき、誰でも勇気がいると思

います。歯を大きく削られるのかな？痛みがあ

るのかな？インプラントをすすめられたらどうしよう...。そんなことを考えて歯 

医者さんに行くのを先延ばしにしていると、お口の中の状態がどんどん悪化してい

きます。実際、むし歯や歯周病が悪化してから治療に来る方が少なくありません。

そうなる前に、もっと早めに来院してほしいといつも願っています。 

 

当院は、インプラントのような高度な治療も行っていますが、どなたでも気軽に通

院できる歯科医院です。口内炎や歯の痛みなど、お口の中のトラブルでしたら何で

も結構ですので、まずはご来院ください。そこから、歯の健康への第一歩が始まり

ます。 

 

お口の健康は、全身の健康へとつながります。食事は美味しく、会話も楽しい。よ

り多くの患者さまが笑顔になれるようサポートしていきたいと考えています。 

 

院長プロフィール 

富樫歯科クリニック 院長 富樫 和浩 

 

【経歴】 

1993 年 3 月 北海道大学歯学部卒業 

1993 年 4 月 勤務医 

1998 年 5 月 ここまでの 5 年間で 3 軒の開業医に勤

務、分院長も経験 

1998 年 6 月 米国 UCLA 歯学部留学 Advanced 

Periodontics course 修了 

1999 年 12 月 富樫歯科クリニック開業
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アクセス・診療時間 

【住所】〒068-0003 

 北海道岩見沢市三条東 7 丁目 2-2 

【電話番号】0126-31-1718 

【診察時間】 

午前 10：00～13：00 

午後 15：00～20：00（土曜日は 18:00 まで） 

休診日：水曜・日曜・祝日 

【アクセス】 

●函館本線「岩見沢駅」徒歩 14 分 

●中央バス「裁判所前停留所」より徒歩 5 分 

●駐車場は、7 台完備しております。 

 

 

 


