
AM10：00～PM5：00
みさわ歯科

お任せください!!お任せください!!

ご都合のよろしい時間にお気軽にご来院ください。

入れ歯で
お悩みの方へ！
入れ歯で
お悩みの方へ！
入れ歯で
お悩みの方へ！
入れ歯で
お悩みの方へ！

（予約不要）

（休憩なし）
開催
時間

場所

インプラント
オペ室完備

東武伊勢崎線・野田線

△土曜午後は15：00～18：00まで
△日曜は10：00～17：00まで
※予約制 ※各種保険取扱 ※新患随時受付
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「春日部」駅東口ロータリー内
みさわ歯科・ミサワデンタルクリニックは

MISAWA
DENTAL CLINIC

みさわ歯科

医療機関ですので一般的な店や施設よりも高度な感染予防対策をしています。どうぞご安心ください。

これ以外にも
各種の感染対策を
しています。

感染対策
していますのでご安心ください

を
当院では各種ウィルスや細菌に対しての感染対策を実施しています。

充分な換気対策

検温の実施 マスク・フェイスシールド・
ビニールカーテンの使用

コップやエプロンなど
使い捨ての物を

使用

治療の基本器具など
滅菌処理して
ウィルスを死滅

Infection
control

対策

1
対策
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対策

4
対策
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対策
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みさわ歯科
医療法人社団 みさわ会

歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

住所/埼玉県春日部市粕壁1-7-1
http://www.misawa-implant.jp/

■スタッフ募集／受付・助手

0120-11-8241
イ        イ　　　　 ハ         ニ         ヨ       イ

住所/埼玉県春日部市粕壁1-1-8 http://misawakai.jp
0120-296-718

ツ        ク　　　ロ         　ナ　　　イ　　  ハ

医療法人社団 みさわ会 ミサワデンタルクリニック

MISAWA DENTAL CLINIC
歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

TEL・FAX 048-754-8241
ハ   ニ    ヨ   イ

公共交通機関を使ってのご来院がご不安の方へ、
事前予約していただければ無料送迎致します。

お気軽にお問合せ下さい！お気軽にお問合せ下さい！お気軽にお問合せ下さい！
ご遠方の方・ご高齢の方ご遠方の方・ご高齢の方ご遠方の方・ご高齢の方

致します
要予約無料送迎致します
要予約無料送迎

※車内にお入りの際は、検温と手の消毒を実施しています。

当日、ご都合の悪い方は、
ご予約頂ければ後日でも
無料相談承ります。7
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新しい設備が充実。
患者様一人一人に最適な治療をご提供。

当院で採用しているインプラントメーカー

当医院は、ストローマンとブローネマルク・インプラントの
トータルの見積りでは全国でも安心の料金設定です。

レントゲン撮影のみですと、症例によっては歯科医師の勘に頼る部分がありましたが、
CTスキャンによる正確な画像によってその心配がなくなります。
当医院ではCTスキャン2台設置。患者様に応じて使い分けをしております。

●10年保証 ●CT撮影 
●腫れを最小限の抑える技術

当医院で採用しているインプラントはいずれも世界で
トップシェアを誇る、最高品質のインプラントです。

当医院では、特に厳しい基準で性能と価格の両方の満足度を満たすことができる、
3つの最高品質のインプラントメーカーを採用しております。

安心2
設備

安心3
費用

安心4
品質

インプラント専用オペ室

ミサワデンタルクリニックMISAWA DENTAL CLINIC

無料で
CTスキャンの撮影。

当院インプラント治療の4つの安心

上に乗せた歯を
含めた料金

■トータルの見積金額 ■定期検診代 ■保障期間 ■実績のあるインプラントを使用しているか
インプラント治療を受ける際には以下の事項も必ず確認しましょう。

常勤歯科医師紹介
6人のドクターによる万全の体制です。

担当医制で歯の事に関して、何でもご相談ください。

上の歯がすべて無い方が6本のイ
ンプラントで14本の歯（全歯をカ
バー）をプラスチックで治療した場
合、（６本×30万円）+ダミーの費
用=約190万円弱の総額で済みま
す。それだけではありません。

ノーベルバイオケアはイン
プラントの代名詞「ブロー
ネマルクインプラント」の
メーカーで、主に先進医療
を行なっている病院などで
多く使われています。

【ブローネマルクインプラント】
ノーベルバイオケア社

国内シェアNo.1インプラント

1974年に開発されて以来、
世界40ヶ国以上で使用さ
れ、もっとも信用されている
インプラントの一つに数えら
れています。

ストローマン社

世界で最も使用されているインプラント
【ストローマンインプラント】

マイティス開発のコンセプト
は「インプラントを中心とし
た骨治療の総合システムの
確立」。第３世代のインプラ
ントロジーを追求し、機能的
なルートフォーム形態で
様々な症例で使い分けるこ
とが可能で、形状のライン
ナップが豊富です。

ブレーンベース社

第３世代の国産インプラントメーカー
【マイティスアローインプラント】

豊富な実績（昨年9月から今年8月まで1.021本）

安全で確実なインプラント治療を提供
安心1
実績

日本には約40種類のインプラントが存在しますが、当
院には35年以上の歴史を持つスイスのストローマン・
インプラント（世界シェアNo.1）の治療を年間1,000本
以上行い、毎年その実績が表彰されています。

ストローマン・インプラント

ブローネマルク・インプラント

〈矯正歯科医師〉〈矯正歯科医師〉

理事長三澤　篤
ミサワ　　　   アツシ

インプラント
医局長 井上  雄介

イノウエ　　　ユウスケ

歯科医師 佐藤  功
サトウ            コウ

院　長大沢　大
オオサワ　　　 マサル

歯科医師古川  健一朗
フルカワ          ケンイチロウ

矯正歯科
担当医 加藤　恭子

カトウ　            キョウコ

当院では、細菌・ウイルス感染の予防を徹底しています。
患者様ごとにタービンを1本1本滅菌しています

当院ではタービンなどはタービン専用滅菌機器iClave／
スーパークレーブによる滅菌で安心して治療していただけます。

安心の治療のため医療器材の
洗浄・消毒・滅菌を徹底しています！

株式会社ナカニシ iClave
ヒルソン・デック株式会社
スーパークレーブHF220

歯科医院における感染対策の必要性

当院が実施励行している感染対策

滅菌とは

対象物からあらゆる異物（汚染や有
機物など）を除去すること。表面に付
着した汚れを洗い、すすぐなどして除
去する工程です。

すべての微生物を除去または殺滅す
る行為。それを『滅菌』と言います。

生存する有害な微生物の数を、感染の危
険性をなくすレベルまで減らすために用
いられる処置。必ずしも微生物をすべて
殺菌したり除去するものではありません。

　歯科治療は『歯を削る』『歯を抜く』『歯肉を切る』などの治療が
多く、治療に使う器具・機械には必ず唾液や血液が付着します。
そのため、血液に接触すると感染する細菌やウィルスには特に注
意が必要です。細菌やウィルスの中には、
HIVやHBV、HCV、ヘルペス等の危険な病気も含まれています。
このような細菌やウィルスは確実に除去する必要があります。

　全ての「感染」を防ぐためには、治療毎に、使用器具を専用の滅
菌装置で滅菌することが必要になります。
　また、安全性を図るためにディスポーザブル（使い捨て）の器具
を取り入れて万全の対策をとることが必要です。

洗　浄

滅　菌

消　毒

英　語
対応可

日16土15
お子様・成人矯正

開催時間 

（休憩なし）
みさわ歯科

ご都合のよろしい時間にお気軽にご来院ください。
場　　所 （予約不要）

お子様・成人の矯正治療の経験豊富な矯正担当医が患者様と1対1でお話させていただきます。
どんな些細な事でもご質問なさってください。ご都合のよろしい時間にお気軽にご来院ください。

開催時間 場　　所

1/14（金）AM  9：00～PM8：00
（休憩なし）1/15（土）PM  2：30～PM6：00
（休憩なし）1/16（日）AM10：00～PM5：00

無料相談会金141


