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あま市矯正インプラントセンター併設

学会のご報告

みなさん︑こんにちは︒

院長の山本浩司です︒
Cozy Yamamoto Dental Clinic

開 業 前にインプラントとマイクロスコープの治 療で約１年 半 留

学していた頃から︑特にインプラント治 療では前 歯 部の審 美 性

というテーマが非常に多く︑また︑難しさも感じておりました︒

そこで今回は︑ゴールデンウィーク前後を休診日にさせて頂き
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デ�スポについて

ディスポとは︑ディスポーザブル製品の略で︑

使い捨て医療器具のことです︒

今回はコージ・ヤマモト歯科医院の

徹底した滅菌をはじめとする

医療器具への心がけをお話しします︒
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i Dr. コージの小話
助手 高橋
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スケジ��ル

コージ・ヤマモト歯科医院の

今後のスケジュールのお知らせです︒

当医院では︑日曜診療行っ

ています︒平日忙しくて病

院へ行 けないという 方 等︑

１本守れたね！

是 非ご利 用 下さい︒また︑

これで大事な歯が

参加してきました︑デンバーで行なわれた AACD
︵アメリカ審
美 歯 科 学 会︶のご報 告をさせて頂こうと 思います︒︵少し前の

よかったね！ジーコくん。

定 期 検 診 な どに︑ご 家 族

http://www.bogey.co.jp
〒464-0817
名古屋市千種区見附町1-3-4
株式会社スーパーボギープランニング

衛生士 村田

みなさまで歯の健 康 を

こんにちは！スーパーボギーです！私達は、店舗や住
宅の設計・デザインをしている会社です。また、グラ
フィックデザインやHPのデザインもやっています！
コージ・ヤマモト歯科医院では、建物やHPなど様々な
お手伝いをさせてもらっています。デザイン通してた
くさんの人を幸せにしたいと思っています。
ボギーの事務所には雑貨屋さんも併設されているんで
すよ！ぜひボギーのお店やHPに来てみてくださいね！

話になりますが ︶
はインプラント︑矯正︑ホワイトニ
… AACD
ングの分 野にとらわれない︑世 界で一番 大きな審 美 歯 科の学 会

＋

１つ目はお口の中が酸性に傾いているの
を中にもっていって、むし歯になりにくく
する役割。
２つ目は溶け出したミネラル成分をフッ
素と共に歯に取り込みやすくする役割が
あるんだよ。そうするとこんなかんじで
白く脱白しているところがだんだんなく
なってくるんだよ。
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コージ先生
こだわりの
安心徹底滅菌
です！

こちらは、滅菌済みの手術着とグロー
ブです。手術着は滅菌済みの使い捨
てです。グローブも滅菌済みの使い
捨てで、装着した後は手術が始まる
までどこにも触れません。また、「清
潔者」と「不潔者」に分かれ、いつ
も清潔で安全な状態で手術が出来る
ように徹底しています。

チェックしにいらっしゃる

＋

P

になります︒ただ削って白いのをかぶせるなんて治 療はもう古

＋

歯のために
できること、
やって
みませんか？

Ca

高温に弱いプラスチックやラバー類
は、超音波洗浄の後、薬液に浸け消
毒します。

のにもおすすめです︒

＋

Ca

P

い！まずは笑って︑歯と 唇の位 置 関 係︑歯 茎の見え方︵これ︑

＋

村田：はーい！では説明します。
これは、MI ペーストっていって
牛乳やリカルデントからできているミネラル
たっぷりの歯のためのパックなんだよ！
MI ペーストには２つの役割があるんだよ。

使い捨てに出来ない器具などは、使
用した器具を洗剤を使って水洗いを
し、その後超音波洗浄器の振動で細
かい汚れを落とします。その後、個
別にパックし、オートクレープにかけ
たり薬液に浸けます。

結構気になってる方多いんですよね︒専門的に言うとガミース

WE LOVE DESIGN

衛生士 高橋

マイルって言うんです︶︑笑ったときの口角の広がり方︑口元の

コージ・ヤマモト歯科医院の
デザインを手がけているデザイン事務所、
スーパーボギープランニングさんのご紹介です！

フッ素を使って、
健康で強い歯を
保ちましょう！

オートクレープとは、内部を高圧力・
高温にし、菌を完全に死滅させる事
の出来る機械です。

突出感だったり被せ物も︑同じ

Dr. コージの小話コーナー

高橋：はーい！では見てみようかな。
あれれ、歯が脱灰して白くなっているね。
今のうちに、むし歯にならないようにフッ素を塗っていこう！
フッ素には２種類あるって知っているかな？
１つ目は歯医者さんや保健センターで塗るフッ素。
これはフッ素が９０００ppm 入っているから
３〜４カ月ごとに塗って歯を強くしているんだ。
２つ目は家で使っている歯磨き剤に入っているフッ素。
これは１００〜 950 ppm ぐらい入っているから、毎日
使って歯を強くしているんだ。あとフッ素ではないけど、
これ知っているかな？歯に良いものがあるよ！！
次は歯科衛生士の村田ちゃんに説明してもらおう！！

白でも︑色々な白があるんです︒

大切な６才臼歯を守るため
に、何が必要か、何をすべきか・・・。
一緒に考えていきましょう♪

先生：では、歯科衛生士の高橋さんに教えてもらおう！

Dr. コージ
院内感染を防ぐ為︑患者様に安心して治療を受けて頂く為︑

ジーコ：むし歯！！？？どうしたらいいの？
助けて〜先生！

けれど、実際にはシーラントが中途半端に取れて
しまったり、シーラントの下に虫歯が出て来て
しまうケースがよくあります。

当院では個々に合った予防処置
を行う為に、マイクロスコープ
（歯科用顕微鏡）で歯の溝の形態を
確認した上で、シーラントが適応かを
判断しています。

COZY

スタッフ一同衛生管理を徹底しています！

６才臼歯の溝は複雑でハブラシの毛先が届き
にくく、完全に生えてくるまでに時間がかかる
ので、とても汚れやすく虫歯になりやすい歯です。

：本当だね。むし歯になりかけているね。
これは脱灰といって歯のミネラル成分
が溶け出しているね。

フ�素で予防

先生

さらには︑口 元が綺 麗になった

？ シーラントってどうして大切なの！？

結果的にシーラントしなかった場合よりも大きな
虫歯になる事があるため、シーラントの実施に
ついてはとても慎重になるべきでしょう。
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ジーコ：コージ先生、ここに白い点があるよ。
これってなぁに？

ら︑ほうれい線が気になり 出し

この歯の溝を、レジン（プラスチック）という
素材やフッ素入りのセメントで埋め、虫歯を防ぐ
方法を「シーラント」といいます。

たりと︑今回治療方法まではお

助手 小曽根

話しませんがこれらの事が治り

5〜６才になると、お口の中の一番奥に、生涯を
通じてとても大事な「６才臼歯」が生えてきます。

学会の会場の様子

ます︒せっかく 綺 麗な口 元にす

？ シーラントとは・・・

ガミースマイル

るのなら︑こだわりを 持った 治

次回も
是非ご参加
くださいね！

笑った時に歯茎が見える

療を受けませんか？

初めて歯が抜けたときってビックリします
よね！「次の歯はちゃんと生えてくる？」って
ちょっと不安になったり。今日はそんな小さな
受付 浅野
時に生えてくる大事な歯についてのお話です！

コ�ジ・ヤマモト歯科医院の

本当に必要なの！？』

イベント報告

『シーラントってなぁ〜に！？

すっかり暑くなりましたね︒
２月にはバレンタインデーという事で︑﹁虫歯
にならないチョコレート﹂を期間中に来院さ
れたお子さんに配りました︒みんな食べてく
れたかな？
そして７月２日〜７日まで︑七夕イベントを
行いました！去年も開催されたこのイベント
は︑子供達に大人気のイベントです︒大きな
笹の木を院内の待合室に飾って︑イベント期
間中に来院された方に︑たんざくに願い事を
書いて飾っていただきました！お子さんだけ
じゃなく︑大人の方にもどんどんたんざくに
願い事や︑歯に関する願い事を書いていただ
きました︒たんざくがどんどん増えていって︑
スタッフ一同とても嬉しかったです︒
ありがとうございました！
みなさん︑次のイベントも 楽しみにしていて
下さいね！

5 シーラントってなぁ〜に！？

あま市矯正インプラントセンター併設

Wedding PAC
大切な日を笑顔でむかえ
ましょう！結婚式の前に
ホワイトニングはいかが
ですか？
コージ・ヤマモト歯科医院
では、ウェディングパック
をご用意しております。
方法は、医院で行う『オ
フィスタイプ』とご自宅
で行う『ホームタイプ』
の併用コースとなります。
上記のコース内容で通常
12万円のところ、結婚式前
の方に限り

10 万円
で受けていただけます！
ご予約はお早めに！
式の 2 ヶ月くらい前に
受診をお願い致します。

