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はじめに 
こんにちは、さとう歯科医院、院長の佐藤達也です。当院は開院以来、東京都大田区で

皆さまのお口の中の健康を守り続けてきました。 

 

この小冊子では、私達さとう歯科医院の治療に対する考え方や、治療内容をご説明して

います。斜め読みでも結構ですので、ぜひ少しだけ私たちにお付き合いいただけますで

しょうか。 

 

 

 

 

第一章 

あなたに合った担当医制 

当院の治療システムのご紹介 

十数名の歯科医師が在籍していることが、さとう歯科医院の特徴であり、メリットといえる

と思います。 

治療の腕が良いことはもちろんですが、より良い治療を進めるためには、歯科医師との

相性や信頼関係も大切です。治療によっては長い付き合いになりますので、患者さんの

症状やライフスタイルに合った歯科医師が担当させていただきます。 

 

治療までの流れとしては、初診は各歯科医師がカウンセリングを行い、必要な処置を行

います。その後、患者さんに必要な治療などを考慮の上、担当医師をおすすめいたしま

す。例えば、「女性の先生が良い」「審美歯科治療が得意な先生が良い」など、ご希望が

ございましたら、予約時にご指名いただくことも可能です。
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若手の先生が治療を担当する場合も、経験豊富な院長が常にバックアップしながら、治

療を進めていきますのでご安心ください。もちろん、院長を指名することもできますので、

詳しくはカウンセリングの際にご相談ください。 

 

女性支援型歯科医院として 

現在、医学部・歯学部の学生の半数は女性です。かなり前から就職難の時代、はなやか

な世界よりも何か技術を（手に職を）という女性が増えているのです。かなりの努力と運

によって医療の道に進んだ彼女達。結婚・出産でそのキャリアに終止符を打つのは当人

はもちろん、社会にとっても損失です。 

 

出産に際しては 

「待っているから戻っておいで。」 

産後は 

「保育園のおむかえの時間に帰ってください」 

当院に優秀な女性ドクターが多い理由のひとつです。 

 

第二章 

当院が選ばれる理由 

担当医制の導入の他にも、当院が選ばれる理由として、以下のことが挙げられます。ぜ

ひこれらのポイントを医院選びの参考にしてみてください。 

 

【Point.1】安心、納得できる 2 段階の料金体系 

当院では、「院長による治療」と「院長以外の先生

の治療」、2 段階の料金体系をとっています。また、

治療法による治療費の違いも、はっきり提示してお

ります。 

 

それは、患者さんに治療法や先生を選んでいただき、安心して治療を受けていただきた

いからです。もちろん、院長以外の先生も治療の腕は一流です。担当医師の指名もでき

ます。 
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【Point.2】5,000 症例以上の審美治療に携わってきた経験豊富な院長 

院長は東京医科歯科大学の大山喬史氏(現学長)のもとで、数多くの難症例の治療に携

わってきました。今まで、総理大臣が通う歯科から 1 日 60 人以上の患者さんが通ってく

る歯科まで 17 か所で経験を積んできました。 

 

北海道などわざわざ飛行機を利用して通院される患者さんもおられます。また、治療した

患者さんの中には、美しい歯並びを希望する芸能人やモデル、政府関係者や大使館勤

務などの外国人もいらっしゃいますが、特に外国人の方は、日本人以上に審美にこだわ

ります。 

 

そのため、院長の得意分野は「難しい入れ歯」 、「自然感のある美しい歯並び」です。開

業以来約 20 年、5,000 症例以上の審美治療に携わり、他の治療ももちろんですが、どん

な難しい義歯の相談であっても、極力歯を抜かない歯列矯正であっても、必ず患者さん

にご納得いただける治療を行うように取り組んできました。※5 年以内のトラブル(無料交

換)0.1％の実績です。 

「虫歯だけど、できるだけ歯を削りたくない」、「短期間で矯正がしたい」、「私の歯を治す

のは難しいかも」など、さまざまなご要望やお悩みがあるかと思います。 

 

当院では、どのような治療でも、患者さんのお話をじっくり聞きながら、ベストな治療をで

きるように心がけています。患者さんにとって、自分が受けたい治療を、親兄弟や仲間に

受けてほしい治療を行うこと。私が大切にしている治療方針です。 

 

【Point.3】マイクロスコープを使った確実な治療 

マイクロスコープとは、お口の中を拡大して見ること

のできる実体顕微鏡です。 

 

まだ日本の歯科医院では導入率の低いマイクロス

コープですが、肉眼で見ることが難しい歯の細かい

凹凸や補綴物の状態など、さまざまなことが分かりますので、より確実で美しい治療を行

うことができます。特に根管治療の専門医にとっては、必須の道具となっています。 

 

また、マイクロスコープでお口の中を診察した映像を、DVD などに録画して患者さんにお
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見せすることもできます。普段は見ることのない、お口の中の鮮明な映像に驚かれる患

者さんも多いですね。 

 

患者さんが安心できる、精度の高い治療を行うこと。それは、歯科医院の義務のひとつ

であると、当院では考えております。 

 

【Point.4】『女性ドクターが多数在籍』女性目線で治療を受けられる 

歯の矯正や審美治療のことを、「男性の歯科医師には相談しにくい」、「あまり男性の先

生に触れられたくない」と思われる女性もいらっしゃるかと思います。当院には、女性ドク

ターが多数在籍しています。それは、女性目線だから考えられる意見や治療もたくさんあ

ると実感しているからです。 

 

たとえば、当院では保険診療の歯、保険診療以外の歯をわかりやすく比較できる歯の模

型を作っていますが、これも女性ドクターのアイデアから生まれたものです。また、社会

人経験を経てから、改めて医療の道を志した優秀な先生もいます。 

女性ならではのお悩みや、審美歯科などの美しさに関するご希望は、ぜひ当院の女性

の歯科医師にご相談ください。 

 

【Point.5】女性ドクターが多いので、小さなお子さんも安心です 

大田区という土地柄からか、お母さんと一緒にお子

さんもよくご来院されます。お子さんの治療で当院

が大切にしていることは、「無理に治療をしない」と

いうことです。 

 

当然のことかもしれませんが、歯医者が好きなお子さんはあまりいません。だからこそ、

お子さんをお母さんのひざに乗せたままで治療することもありますし、道具で遊んでもら

いながら治療を進めることもあります。 

 

女性ドクターも多いので、お子さんと楽しく治療を進められるのも当院の特徴です。また、

患者さんの治療の間、お子さんを一時的にお預かりすることもできますので、ぜひご家族

でご来院ください。 
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第三章 

一般歯科（虫歯治療） 

ここからは実際に当院でおこなわれる治療についてご案内します。まず、この章では虫

歯治療をご紹介します。 

 

当院では、「できる限り痛みの少ない治療」を心がけながら、患者さんの大切な歯を残せ

るように治療を行っています。少しでも痛みを感じたり、虫歯を発見したら、虫歯を放置せ

ずに、ぜひ当院へお越しください。 

 

＜当院の虫歯治療はこんな人におすすめ＞ 

・痛くない歯科治療を受けたい 

・できるだけ歯を抜きたくない 

 

 

 

 

【表面麻酔】痛みの少ない麻酔を 

「虫歯治療を受ける前の、麻酔注射が苦手」という

患者さんは大勢いらっしゃいます。 

 

痛みをとるための麻酔なのだから、麻酔の痛みも

少なくしたい。その想いから、当院では、麻酔注射

の前に、歯ぐきの表面に麻酔薬を塗り、痛みを減らす治療をしています。 

 

また、極細の針をつけた注射器を使うことで、より痛みの少ない麻酔ができるよう取り組

んでいます。表面麻酔を塗る際、歯茎の表面がぬれたままだと、麻酔薬が溶けて薬の味

を感じやすくなります。いつも少し乾かしてから塗るようにしています。そして、注射すると

きは 30 秒以上かけてゆっくり麻酔するようにしています。 

よく「いつ麻酔したかわからない」「お話ししている間に終わった」という声を患者さんから

いただきますが、これは非常に嬉しいお言葉ですね。 
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虫歯治療は、笑顔でリラックス 

「虫歯を治療されるのが好き」という人は、なかなか

いないものです。もし、患者さんが緊張していると、

身体が硬くなって治療がしにくくなり、そのために痛

みが出てしまうこともあります。 

 

そこで当院では、いろいろと会話をしながら、緊張されている方には深呼吸をおすすめし

ています。息を吐くことで、血圧が下がり、リラックスできるからです。 

 

まずは歯のことや、日ごろのお悩みや疑問をお聞かせください。患者さんが治療をしたく

ない時に、無理に治療を行いませんので、虫歯かもと思われる方はまずは診察へお越し

ください。 

 

 

 

 

できるだけ大切な歯を残せる治療を目指して 

あなたの歯は、親からいただいたかけがえのないも

のです。当院では、できるだけ大切な歯を削らず、

残せる治療を目指しています。 

 

初期の虫歯でしたら、すぐに削らずに、クリーニング

や PMTC などの予防処置で経過を見るようにしています。できるだけ虫歯の進行を食い

止め、天然の歯のエナメル質を残せるように努力すること。それが歯科医師の義務だと

思っているからです。 

 

時には、歯を削った方が良い時や、歯を抜いた方が他の歯を守れるといったケースもあ

ります。その場合は、患者さんに丁寧にご説明し、ご納得いただいた上で、治療に入らせ

ていただきます。 
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社会貢献としての PMTC 

よりによって今日に限って・・・ 

『大切な試験の日』、『ハレの結婚式』、『ここ一番

の大勝負』 

よりによってこんなときに歯が激しく痛んだり、入れ

歯がこわれたら・・・ 

 

私自身も身に覚えがあります。 

なんと歯科医師国家試験の前日に上の親知らずの虫歯が急に痛くなり、主治医をお願

いしていた教官の先生に抜いていただいたのです。 

万が一にも「たかが歯」で人生に悔いを残さない為に、定期的な（2 週間～3 か月に 1 回）

PMTC（歯科医師または歯科衛生士による専門的歯周ポケット内の除菌とクリーニング）

を強くおすすめします。 

 

これからも、もっと輝く（活躍する）あなたを歯のトラブルから守るために、これこそが私た

ち歯科関係者ができる 大の社会貢献でしょう。 

ご存知ですか？歯と全身疾患 

歯周病 

成人の 80％以上がかかっているといわれる歯周病。

歯周病が進行してしまうと、早産の危険性、糖尿病、

心臓病、認知症などのリスクが高くなります。 

早めにかかりつけの歯科医院を決めて、チェックと

予防をしましょう！ 

 

歯並び（不正咬合） 

お子さんが学校の歯科検診で不正咬合と書かれた紙を持ってきたことはありませんか？ 

「ウチは男の子だから見かけは気にしない。」確かに今まではそうでした。歯列矯正は、

短期的には見た目をきれいにするものですが、長期的にはできるだけ自分の歯を残すこ

とが目的です。さらに、 近では、こんなデータもあります。 

 

「不正咬合だと、睡眠時無呼吸症候群になるリスクが高い。」 

十分な睡眠がとれずに、授業中に居眠りばかり・・・。大切なお子さんの成績アップには
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高額な学習塾よりも歯列矯正かもしれません。 

 

当院では、患者さんのご希望をお聞きした上で、 善と思う治療方法をご提案しますの

で、お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四章 

審美歯科治療 

一般歯科とは違い、歯の白さや、歯並びなどの美しさに焦点をあてた歯科医療を審美歯

科といいます。 近では、気軽に白く健康的な歯を手に入れられることから、「歯の美容

整形」ともいわれています。 

 

審美歯科は大きくわけて、「歯を薬剤で漂白するホワイトニング」と、「人工歯を歯に入れ

る」の 2 種類があります。人工歯にはインレー(詰め物)とクラウン(被せもの)とがあり、素

材もさまざまな種類があります。 
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当院が審美治療で大切にしていることは、「自然な美しい口元」をつくり、同時に歯の機

能を回復する治療を行うことです。歯や口元だけでなく、顔全体とのバランスを考慮し、

患者さんと話し合いながら、理想の治療を目指していきます。 

 

＜審美歯科はこんな方におすすめ＞ 

・歯を白くしたい 

・歯の形が気になっている 

・笑うと銀歯が気になる 

・短期間で歯並びを整えたい 

 

【5,000 症例以上の審美歯科治療】まずは治療のゴールイメージをお話ください 

審美歯科では、患者さんの治療のゴールイメージと、

歯科医師である私のゴールイメージを共有すること

がスタートになります。「歯を白く、美しくしたい」、

「女優の○○さんのような口元になりたい」など、ま

ずはあなたのゴールイメージをお話ください。治療

に関するお悩みや疑問など、遠慮なさらずに何でもお聞きください。 

歯科医師を信頼していただき、一緒にあなたの笑顔をつくっていくことが、審美治療の成

功のポイントです。私は、これまでに 5,000 症例以上の審美歯科治療を行ってきました。

タレントや、政財界の方の治療をすることもよくあります。 

 

今までの私の経験を活かして、当院の女性の先生に女性目線の意見を聞きながら、あ

なたの理想を叶えられる治療をご提案できること。それが、当院の審美歯科治療が多く

の方に支持されている理由なのかもしれません。 

 

審美治療は、患者さん一人ひとりの口腔環境で大きく変わってきます。いろいろお話しな

がら、一緒に美しい笑顔を目指していきましょう。 

 

 

当院の審美歯科のメニュー 

当院では患者さんのご要望に合わせて、次のような審美歯科メニューを扱っています。

それぞれ、特徴がありますので、詳しくはご相談ください。 
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◆【エステニア・グラディア】より天然の歯に近い硬さ 

エステニアとグラディアは、透明感のあるセラミック材料(陶器材

料)と柔軟性のあるレジン材料(合成樹脂材料)を配合させた歯冠

修復材料です。セラミック材料にレジン材料を配合することで、天然の歯と同じ硬さを再

現することができます。噛み合わせで他の歯を傷つけたり、磨り減らすことなく、自然な噛

み心地になることが特徴です。 

 

◆【オールセラミックインレー】白いセラミックの詰め物 

セラミック(陶器)でできた詰め物です。奥歯の虫歯治療で銀歯

が目立つのが嫌な人には、オールセラミックインレーがおすす

めです。自然の歯により近い色合いで変色がほとんどなく、汚れがつきにくいというメリッ

トがあります。 

 

◆【ジルコニア】強度があり、透明感のある自然な色合い 

ジルコニアは、人工ダイヤの素材として知られ、スペースシャト

ルの断熱保護剤、人工股関節の一部分など工業から医療まで

さまざまなシーンで使われています。審美治療では、高い強度と耐久性、天然の歯のよ

うな色合いから、人気のある素材です。また、金属を使用しないので金属アレルギーが

ある方でも安心して使用することができます。 

 

◆【メタルボンド】金属とセラミックを用いているので強度が高い 

メタルボンドによる治療では、歯の表面に見える部分をセラミック

で作り、内側には金属を使用しています。自然な歯の白さを実現

でき、色素の付着や変色の心配がないのが特徴です。 

 

◆【ラミネートベニア】短期間で前歯を美しく 

ラミネートべニアの治療では、歯の表面を 1～2mm 程度薄く削り、

その上からセラミック製の薄い板を貼りつけます。前歯に隙間が

あるケースでは、見た目を改善することができます。短期間で治

療が終わり、後戻りもありません。ただし、歯を削らなければならない点には注意が必要

です。 
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第五章 

矯正歯科治療 

歯並びが気になっている方のお悩みを解決するの

が、矯正歯科治療です。 

 

見た目が気になるという審美的な意味で、歯科矯

正を受ける患者さんも多いですが、歯並びは健康

にも影響します。たとえば、噛み合わせが悪い方の場合、歯やあごに負担がかかり、身

体全体が歪んでしまう危険性もあるのです。 

 

当院では、全体矯正に加えて、前歯だけの審美矯正や部分矯正、歯を抜かない矯正も

行っています。歯科矯正は、10 才代～70 才代まで幅広い患者さんが受けておられます

ので、歯並びが気になる方は、お気軽にご相談ください。 

 

 

 

＜矯正歯科治療はこんな人におすすめ＞ 

・歯並びが気になる 

・美しい歯並びを手に入れたい 

・健康な歯を一生、保ちたい 

 

【審美矯正】部分的に歯並びを美しくしたい 

審美矯正は歯全体の歯科矯正ではなく、気になる前歯を矯正することで、美しい歯並び

をつくる治療法です。患者さんの歯並びによっては、2～3 本の歯を審美矯正するだけで、

大きく口元の印象を改善できます。 

 

＜審美矯正のメリット＞ 

・約 6 か月ほどの短期間で終了できる。 

・歯を抜かずに治療できる。 

・上の前歯だけの歯列矯正。 

・早く、安く、痛みが少ない。 

・成人矯正でできやすいブラック・トライアングル（生え際のすき間）が小さくなる。 
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＜審美矯正のデメリット＞ 

・噛み合せや歯の状態によっては、無理な場合があるので、事前の検査が必要 

 （診査・レントゲン・写真・模型） 

・ワイヤー矯正とマウスピース矯正を併用してスピードアップを目指します。 

 それゆえ、マウスピースをきちんと装着し続けなければ正しく動かないので、 

 患者さんの協力度によって、治療の進行が左右されます。 

・奥歯を動かさないので根本的な噛み合わせの治療とは違います。 

 

審美矯正でご注意いただきたいこと 

歯並びを治す場合、歯科医師の立場からすると、本

来ならば奥歯の噛み合わせもきちんと治した方が

良いといえます。 

 

とはいえ、私自身も矯正治療を受けているのでわか

るのですが、患者さんの立場に立って考えると、「前歯の見た目だけが気になっているの

で、とにかく簡単で安い治療が良い」という気持ちも良くわかります。 

 

当院では、従来からの全顎矯正（奥歯の噛み合わせの治療も含む）に加えて上の前歯

だけの審美矯正（奥歯の噛み合わせに手を加えない）も導入しています。詳しくはご相談

ください。 

歯列矯正を受ける前に知っておきたいこと 

矯正治療は、きれいに歯が並んで、それで終わりではありません。 

装置をはずしてそのままにしておくと、歯が元の位置に戻ろうとするからです。それゆえ、

一定期間（一年～移動治療に要した期間）保定装置を入れる必要があります。 

 

＜戻りやすい矯正＞ 

・ねん転歯（rotation） 

・空隙歯列（歯のすき間） 

・抜歯矯正のすき間 

 

＜戻りにくい矯正＞ 

・低位歯（八重歯など）や歯根の挺出 

・永久固定になる歯（歯周補綴など） 

 

当院では、患者さんのご希望をお聞きした上で、 善と思う治療方法をご提案しますの

で、お気軽にご相談ください。 
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第六章 

入れ歯治療 

歯科医療の現場では、歯を失った方に入れ歯より

もインプラントをおすすめするケースが増えていま

すが、外科手術が必要なインプラント治療だけでな

く、本当に合う入れ歯をご提供するという選択肢を

当院では大切にしています。 

 

総入れ歯や難しい入れ歯の場合には、院長である私の治療を受けるために、新幹線や

飛行機で遠方から来院してくださる方もいらっしゃいます。これは大変嬉しいことですね。

サイパンから飛行機でわざわざ治療に来られた患者さんもいらっしゃいました。 

 

患者さんによく噛める喜びを感じていただくために、患者さん一人ひとりに合わせた治療

を行います。入れ歯にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。 

 

 

＜当院の入れ歯治療はこんな方におすすめ＞ 

・よく噛める入れ歯がほしい 

・入れ歯が合わなくて困っている 

・インプラントよりも、入れ歯が良い 

 

 

保険の総義歯をグレードアップする方法 

総義歯（特に下顎）でお困りの方は多いとお察しいたします。 

義歯、中でも下顎総義歯は、その技術を習得するのに多くの時間と努力を要する名人芸

の領域であるため、不得手な歯科医が多いのです。それゆえ、安易にインプラント手術

に頼り、社会問題にもなりました。 

 

とはいえ、人間国宝にも値する特殊技術を健康保険では、時価の 1/20 以下（本人負担

はさらにその 1 割から 3 割）におさえている国の医療制度にも問題があります。保険の総

義歯でぴったりと合わせたい方は院長にご相談ください。お使いの義歯に改良を加える

ので、つぎ目ができて、きれいではなくなりますが、直接口腔内で修理することによって、

ぴったり合わせることは可能です。 
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金属のバネがない入れ歯、よく噛める入れ歯 

入れ歯は使い心地も重要ですが、特に女性の場合

は、見た目も気になるものだと思います。当院では、

自分の歯のように噛めることはもちろん、金属のバ

ネがない入れ歯を取り扱っています。 

 

「使い心地の良い入れ歯に替えたことで、顔やライフスタイルが変わった」と患者さんに

言っていただけるのが、歯科医師としては楽しみであったりもします。 

 

入れ歯を入れたご高齢の女性が、翌週の診察時に髪を鮮やかに染めてこられたり。 

今までは、口元を抑えて笑っていた患者さんが、手を離して大きく口を広げて笑えるよう

になったり。 

入れ歯の場合、また噛めるようになる喜びが一番大きいと思います。人間にはいろんな

欲がありますが、 後まで残るのは食欲です。せっかく旅行に行っても、噛めない食べ物

ばかりがテーブルに乗ってはさみしいものですよね。ぜひご一緒に、噛める喜びを取り戻

しましょう。 

こだわりの入れ歯 

当院を開業する際、大学病院からある優秀な技工士さんを紹介してもらいました。以来

ずっとその技工士さんとお付き合いさせていただいています。 

 

彼は開口一番「印象が十分採れてなかったら、再印象(※)していただけますか？それが

私とお付き合いしていただく条件です。」といいました。それ程、自分の仕事には厳しく、

完璧を求める一流の技工士さんということです。そのような技工士さんと二人三脚で治療

にあたっています。※印象とは、歯型を採ること 

 

TV や海外でも活躍している彼は、当院に患者さんを紹介してくれるようになりましたし、

何より、彼の身内の入れ歯治療の依頼を度々受けるようになったことは、とても嬉しかっ

たです。 
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第七章 

インプラント 

インプラントは、あごの骨に人工の歯根(インプラン

ト)を埋め込んで土台をつくり、その上に人工の歯を

被せる治療法です。天然の歯と同じようにあごの骨

に固定されるので、自分の歯のような噛み心地を取

り戻すことができます。 

 

＜インプラントはこんな方におすすめ＞ 

・自分の歯と同じように噛みたい方 

・ブリッジで両隣りの健康な歯に負担をかけたくない方 

・自然な見た目の歯を取り戻したい方 

・入れ歯にお悩みの方 

 

 

 

 

【当院の特徴】インプラント専門医との連携 

インプラント治療は専門性の高い治療ですので、外科手術の際にはインプラント専門医

にきていただき、治療をお願いしています。 

 

※当院でインプラント治療にあたっている織田先生は、研修医の教育・研修指導の資格

をもち、再生医療分野での特許も取得しています。 

 

また当院では、特に再生治療を用いた骨の形成による治療が強みです。他院で「あごの

骨が少なくなっているので、インプラントは打てない」と治療を断られた方でも、あごの骨

を補うことによって、インプラント治療が可能となる場合があります。 

 

インプラント治療に関して不安を感じられている方や、インプラント治療が怖い方、インプ

ラント治療の費用などで不安を感じる方もいらっしゃると思います。当院では、一方的に

インプラント治療をおすすめするのではなく、入れ歯等の選択肢の中の 1 つとして、患者

さんにベストな治療をご提案いたします。 
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インプラント治療を受ける前にぜひ知っておきたいこと 

実は、インプラントは部品メーカーが多数存在し、その会社ごとに部品の規格が異なりま

す。それゆえ、安易に「格安のインプラント」の手術を受けると数年後にはメーカーそのも

のがなくなってしまい、その部品が再入手不可能となる危険性もあります。 

「安かろう、悪かろう」にならないようにいくつかの歯科医院ホームページを比較検討する

ことをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八章 

根管治療 

●急な激しい痛みで夜も眠れない 

●穴があいたけど痛くないし、忙しくてつい放置して

しまった 

●スポーツや事故で歯が折れてしまった 

 

歯の神経が死んでしまうには、いろいろな事情があります。ここから先は良い治療を受け

られるかそうでないかで、歯を残せるか抜歯になるかの分かれ道です。 

 

根管治療の専門医はラバーダム、電気的根管長測定器、次亜塩素酸ナトリウム、マイク

ロスコープを常備しています。過酸化水素水（オキシドール・オキシフル）や水洗だけ、仮

封はストッピングを使うようでは十分な治療成果は望めません。 

 

大切な歯を守るためには、高価な審美補綴の前に、しっかりとした根管治療をする必要

があります。詳しくは根管治療の名人澤田則宏先生（院長の同級生）のWebサイトをご覧

ください。 澤田則宏先生の Web サイトへ ＞＞ 
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マイクロスコープを使った根管治療 

歯の神経がダメになり、何度も腫れて痛む場合や他の歯科医院でやった根管治療の結

果が思わしくない場合、歯を残す治療法として考えられるのが、「根管治療」とよばれる

治療方法です。 この根管治療をきちんと行えば、中で割れていたり、骨まで進行した虫

歯でない限りは、虫歯に侵されてしまった歯を助けることができます。 

 

具体的な治療方法としては、歯の神経が入っていた部分（根管）を専用の器具を使い、き

れいに洗浄。薬を詰めた後、つめものを被せます。「虫歯が進行してしまい、痛みがひど

い」「歯をできるだけ抜きたくない」という方におすすめの治療方法です。 

その際、マイクロスコープを使うと、肉眼では見えなかった別の根管、根管内の汚れ、歯

根のひびや亀裂などがよく見えるため、再治療の精度を上げることができます。時間と

費用はかかっても、できるだけ自分自身の歯を残したいという方にはお勧めの治療方法

です。 

 

また、「抜歯前の 後の砦（とりで）」 

神様・仏様・澤田様（？）の名医「澤田則宏先生」に御紹介することも可能です。 

第九章 

院長紹介 

いかがでしたか？当院の治療について、少しお分かり

いただけたでしょうか。ここからは、院長佐藤の思いを

少し書かせてください。 

 

たとえば、患者さんのことを考えずに、「虫歯治療だから

銀歯を入れる」というシステマチックな治療を受けたいと、

私は思いません。 

 

「虫歯だけど、できるだけ歯を削りたくない」、「虫歯の跡が目立たない治療をしてほしい」、

「麻酔注射が苦手なのですが」など、治療を受ける際には、さまざまなご要望があるかと

思います。 

 

当院では、どのような治療でも、患者さんのお話をじっくり聞きながら、ベストな治療がで

きるように心がけています。患者さんにとって、自分が受けたい治療を、親兄弟や仲間に
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受けてほしい治療を行うこと。私が大切にしている治療方針です。 

 

患者さんの中には、遠くは北海道から、飛行機を使って通院されている方や、治療後に

記念撮影を求められる患者さんもおられます。それだけ、私の治療をご評価いただけて

いるのだな、と感謝しながら、今日の治療に臨んでおります。 

 

医療への想い 

小さい頃、小児科、耳鼻科、歯科と毎月どれかに通院していたように思います。混んでい

て、いつ呼ばれるのか分からない待合室。みんな下を向いて座っています。時おり、診療

室からは子供の泣き声と先生の怒声が聞こえます。 

 

「泣くんだったら帰れ！誰だ、こんな子をつれてきたのは！」お母さんも看護婦さんも何も

いえません。その場の凍りつくような雰囲気。子供心に思いました。院長先生が怒っちゃ

いけない。何科であれ、将来明るい病院を作ろうと思いました。 

 

 

そして、今。 

今日も院長はお笑いトークをしています。緊張している患者さんを少しでもリラックスさせ

るため、そして何より自分の頭を冷静に保つため。話の内容がつまらなかったらゴメンナ

サイ。「院長、疲れてるんだなー。」そう思って許してくださいね。 

 

「自分の土俵で勝負しなさい」約 20 年、胸に刻んできた言葉です 

「自分の土俵で勝負しなさい。 自分の土俵は日々塩で清めているから、ケガをしてもす

ぐ治る。他人の土俵にあがってしまうと、何がまいてあるかわからないからケガをすると

立ち直れないこともある。」 

 

大学病院で指導を受けていた、東京医科歯科大学の大山喬史学長から、歯科医院を開

業する時にいただいた言葉です。 

 

私の得意分野は「難しい入れ歯」 、「自然感のある美しい歯並び」です。開業以来約 20

年、他の治療ももちろんですが、自分の土俵であるこの分野では、どんな難症例であっ

ても患者さんにご納得いただける治療を行うように取り組んできました。 
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患者さんにベストな治療を行える歯科医院を目指して 

さとう歯科医院の特徴は、それぞれ得意分野を持っ

た歯科医師が、多数在籍していることです。お子さ

んの治療が好きな先生。歯周病治療が得意な先生。

審美歯科治療が得意な先生など、それぞれの得意

分野を活かしながら、お互いに切磋琢磨し、協力し

ながら、患者さんにベストな治療を行える医院を目指して、日々、努力し続けています。 

 

将来的には、専門分野を持った先生たちが同じ建物の中でそれぞれ独立し、「さとう歯科

病院に行けば、お口に関するどんな悩みでも解決できる」歯科治療の総合病院のような

存在になることが目標です。 

 

ただ規模が大きいだけの歯科医院ではなく、患者さんにとって、"オンリーワンの歯科医

院"を目指して。私自身も、生涯現役であり続けたいです。そのために、これからも歯科

医療に、真摯に取り組んでまいります。 

 

社会貢献としての PMTC 

よりによって今日に限って・・・ 

『大切な試験の日』、『ハレの結婚式』、『ここ一番の大勝負』 

よりによってこんなときに歯が激しく痛んだり、入れ歯がこわれたら・・・ 

 

私自身も身に覚えがあります。 

なんと歯科医師国家試験の前日に上の親知らずの虫歯が急に痛くなり、主治医をお願

いしていた教官の先生に抜いていただいたのです。 

万が一にも「たかが歯」で人生に悔いを残さない為に、定期的な（2 週間～3 か月に 1 回）

PMTC（歯科医師または歯科衛生士による専門的歯周ポケット内の除菌とクリーニング）

を強くおすすめします。 

 

これからも、もっと輝く（活躍する）あなたを歯のトラブルから守るために、これこそが私た

ち歯科関係者ができる 大の社会貢献でしょう。 
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女性支援型歯科医院として 

現在、医学部・歯学部の学生の半数は女性です。かなり前から就職難の時代、はなやか

な世界よりも何か技術を（手に職を）という女性が増えているのです。かなりの努力と運

によって医療の道に進んだ彼女達。結婚・出産でそのキャリアに終止符を打つのは当人

はもちろん、社会にとっても損失です。 

 

出産に際しては 

「待っているから戻っておいで。」 

 

産後は 

「保育園のおむかえの時間に帰ってください」 

 

当院に優秀な女性ドクターが多い理由のひとつです。 

 

 

 

経歴 

年月日 概要 

昭和 56 年 東京都立国立高等学校卒業（都立高校として初の甲子園出場の

学年） 

昭和 63 年 東京医科歯科大学卒業 

昭和 63 年 

～平成 2 年 

東京医科歯科大学研修医修了（2 期生） 

口腔外科・歯内療法（根管治療） 

矯正歯科・顎補綴（大がかりなクラウン・ブリッジや難しい入れ歯）

を学ぶ。 

平成 2 年 

～平成 10 年頃 

東京医科歯科大学 障害者歯科学講座 顎口腔機能治療部にお

いて、大山喬史教授（当時の病院長、現在学長）の指導のもと、

教授診療助手のチームリーダーとして、難易度の高い義歯や著

名人・芸能人の審美歯科治療を担当。 

同時に学外でも、総理大臣が通院している医院から、1 日に 1 人

で 60 人治療する医院まで、幅広く 17 か所をまわって修行し、自分

の診療スタイルを探究。 

平成 3 年 

～平成 10 年頃 

障害者歯科学講座・障害者歯科治療部において、有病者の歯科

治療。 

（主に高血圧や心臓疾患、歯科治療恐怖症） 

平成 4 年 6 月 大田区東雪谷にて開業。理由は、大山教授の実家に近く、 

「大山家の兄弟や知り合いの診療を任せやすいから」とのこと。 

平成 16 年 9 月 現在住所（隣）に移転。 

特に「入れ歯治療」では遠方より新幹線や飛行機で来院される方

も多い。 
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患者さんからの声 

お便りから 

【さとう歯科 佐藤先生】 

 

昨日は母がお世話になりました。 

今日、夕方帰宅致しましたが、昨日の治療以来全く口の中に違和感を感じないそうで、"

長い間噛む"という感覚を持たなかったけれど、きちんと噛めて何でも食せる気がする様

で、昨日の夕食も今朝もかなりの早さで用意しました食事を残らず平らげたほど・・・ 

茅ヶ崎の先生には"あなたの歯はとても難しい"と治療らしい治療をしていただけない有

り様でしたのに、こんなに見違えるほど改善していただき何と御礼を申し上げたらよい

か・・・ 

感謝の気持ちでいっぱいでございます。 

 

姑の折々にも感じますが佐藤先生は神業の主、そしてそのお心、手間暇の掛かる厄介

な患者をこのように神業のみならず、そうまで手を尽くして下さる崇高なお心に感激致し

ます。 

心より御礼申し上げます。 

 

受付でお母様が一月様子をみて、具合が悪ければ来院出来る予定を組んであるといい

のに・・・と仰って頂き、本当に有難く胸がジンといたしました。 

先ずはご報告と心よりの御礼まで。 

 

M.R 

S.Y.様 

今回初めて伺いました。 

千田先生、とても優しく、ていねいで、とて

も助かりました。 

自分には気付けなかった部分（細部）まで

治して頂き、とても嬉しかったです。 

難しい内容でも、私に理解できるように説

明して頂けたことも、感謝しております。 

通常時の歯のお手入れ方法も。しっかり学

ぶことができて、重ねて御礼申し上げたい

と思います。 

今日からは口を横に（自然に）開けて、笑えるようになることができます。（スマイル） 

本当にありがとうございました。 

3 ヶ月後又、ご指導頂けたら幸いです。 

 

 

匿名 様 

大変親切な対応で気持ち良く診察を受ける

事が出来ました。 

今後も定期的にクリーニング等でお世話に

なろうと思います。 

乙丸先生は相手の話しも良く聞いてくれて

好印象でした。ありがとうございました。 
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【YAHOO!ヘルスケアからの投稿】7/01/15 QLife ユーザー（シドニー大好き） 

＜丁寧で親切に治療してもらえて通うのも楽しい。＞ 

うちの両親・夫も皆、長年お世話になっていますが、遠くても通うのが苦にならないほど、

院長先生の人柄と腕が確かなので、全幅の信頼を置いています。 ビックリしたのは、歯

茎に注射をしてもらっていても気付かない位、麻酔は全然痛くないです。 

 

歯医者が苦手だった母も、ここではいつも笑いながら治療を受けていられる位です。また、

どんな虫歯であっても出来る限り抜かないで、元の歯を生かして治す方法を第一優先し

て考えてくれます。 

とにかく懇切丁寧に歯を綺麗にしてくれます。 

 

 

【YAHOO!ヘルスケアからの投稿】2006/01/27 （うんにや） 

＜デンターネットから＞ 

院長の治療は自信を持って推薦できます。 

なぜなら、私自体が歯科関係者であり、このサイトで上位に位置しているもののほとんど

の歯科医院が、自作自演のようなものを感じ、 

コメント自体絶対に信じられないと思うことが多い中で、この歯科医院は地味ですが、本

物です。 

 

 

 

 

さとう歯科医院 

【住所】 

〒145-0065 

東京都大田区東雪谷 2-7-2 

ライオンズプラザ石川台 101（大丸ピーコック正面） 

 

【電話番号】03-5499-3841 

 

【診察時間】 

平日 午前 10:00～13：00 午後 14：30～19：00 

休診 日曜日・祝祭日 

【アクセス】 

●東急池上線石川台駅 徒歩 1 分 

五反田方面のホーム側の坂を下る。右折し、大丸ピーコック入口正面 1 階。 


