
1万人の患者を診てきた歯科医が教える
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痛くない、怖くない
インプラント治療を求めて

歯医者さんが苦手な方って多いですよね。
たしかに「ウィーン」という音や診察台の雰囲気のせいで、

からだに力が入ってしまう方も少なくないはずです。
そんな歯医者アレルギーの方のストレスに配慮し、

治療へのハードルを低くする
インプラント治療を行っています。

患者さんの心理的負担に配慮した、
インプラント治療の現場をお伝えします。

痛いのが苦手
歯医者さんでの治療が怖い
大きな治療の前は緊張する
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一刻も早くこれまでの
日常生活を取り戻したい。
とにかく早く治したい！
過去に治療した歯の具合がちょっと変だなと思いながら

放置していたら、いまにも歯が抜けそうな状況に。
国民病ともいえる“歯周病”を放っておいたら、

いよいよ大変なことに……。
そんな方がインプラント治療を選択しています。

時間もお金もかかると思われがちな
インプラント治療ですが、現在は、

あらゆる選択肢があり、オーダーメイドが可能です。

前に治療した歯の調子が悪い
いますぐ歯を入れたい
できるだけ費用をおさえたい
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更年期や病気の具合に
合わせた治療はできますか？

体調不良や病気を理由に、
インプラント治療に躊

ちゅうちょ

躇したり、
治療を中断してしまう方もいらっしゃいます。

主治医の方と相談しながら、インプラント治療を
並行させられることもできるので、まずはご相談を。

患者さん一人ひとりの
「こころ」と「からだ」の状況に合わせて、

適切な治療法とスケジュールを選ぶことができます。

持病の治療と並行して治療がしたい
途中だった治療を再開させたい
予算が心配
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   入れ歯が合わない悩みを解消。
おいしく食べたい！

食べさせたい！
ご高齢になり歯を失った場合、「保険がきく」からと

第一選択肢に「入れ歯」を選ぶ方も多くいらっしゃいます。
不便なく使えていれば問題ないのですが、

なかにはどうしても入れ歯が合わないという方も。
そんな方はぜひ、インプラントを検討してください。

入れ歯が合わないから何度も作り直しているうちに
「こんなことなら最初からインプラントにしておけばよかった」

という方が多くいらっしゃいます。

入れ歯が合わない
嘔吐反射に悩んでいる
自身の歯に近い感覚で食事がしたい
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突然のトラブル！
応急処置で対応するも

不具合が出るケースが……
スポーツや格闘技をしている

アスリートの方は、毎日、ケガと隣り合わせです。
当院にもたくさんの“選手”が来院されます。

なかには、よそのクリニックで治療した差し歯の具合が悪く、
インプラントに治療し直すことがあります。

見た目もさることながら、
100％のパフォーマンスがしたい方ならば、

インプラントを選んで損はありません。

差し歯やブリッジに不具合が出た
長持ちできる、

　 経年劣化が少ない治療がしたい
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はじめに

歯をなくしたときの治療法には、「入れ歯」「差し歯」「ブリッ

ジ」「インプラント」などの選択肢があります。そのなかで近

年より注目されているのがインプラント治療です。インプラン

ト治療とは、人工の歯根をあごの骨に埋めることで自分の歯に

近い機能や審美性の回復が可能であることから、治療人口は

年々増えています。

現在、インプラントという言葉は一般的に知られるようにな

りましたが、一時メディアでインプラントの失敗例を過剰に報

道したこともあり、「どのような治療なのかわからないけど、

リスクの高い治療なのだろう」「痛くて怖い治療なのだろう」

というイメージを持つ方もいまだに多く、いらっしゃいます。

実は私自身、開業当初は、大がかりな手術であり治療費も高

額なインプラントが必要かどうか、疑問を抱いていました。そ

んな私がどのようにインプラント治療に出会ったのか、少しだ

けお話しさせてください。

私は幼い頃、あまりからだが強くなく病気がちでした。その

ためなのか、自分にとって身近だった医療の世界に興味を抱き、

いつかは私も誰かの病気を治せるようになりたいと思うように

なりました。

夢を叶えて歯科医師になったのですが、歯科医療の世界は、

幼い頃に夢見ていたような何でもできる万能なものではありま
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せんでした。

私が歯科医師になって間もなく、両親の歯の治療をすること

になりました。歯を失ってしまった両親に対して、ブリッジを

入れる治療を行ったのです。

私の治療を受けた両親は、「よい歯が入った」と、とても喜

んでくれました。

しかしそのブリッジは、12年ほどで壊れてダメになってし

まったのです。

ブリッジは、歯を失ってしまったところの両隣の歯を削っ

て、橋を渡すようにダミーの歯を取り付ける方法です。見た目

はしっかりした歯に見えますが、ダミーの歯は両側の歯で支え

られているだけです。ダミーの歯なので下から支える柱はあり

ません。

そこに力をかけ続けていたら、いつかは壊れてしまうのは当

然。構造として、天然の歯と同じように使うには無理があるの

です。

インプラント施術患者の経過を追っていると、両親と同じよ

うに、数年は問題なくても15年後、20年後に次々と問題が起

こっていきました。

日本では、残念ながら歯がなくなってしまったときに「入れ

歯」「差し歯」「ブリッジ」を選択される方が多いですが、世界

に目を向けると、先進国ではほとんどがインプラント治療中心

となっています。歯科技術だけを見れば先進国といえる日本で、
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いまだ入れ歯やブリッジを選ぶ人が多いのは、かなり変わった

ことなのです。

そこに気づいたことが、私が改めてインプラント治療を学び

直したきっかけでもあります。

メリットの大きいインプラント治療ですが、一方、大がかり

な手術であるからこそ、踏み切れない人も多くいます。私の両

親も、言葉を尽くして説得しても、最初はなかなか治療に踏み

切ることができませんでした。

そんな方に知っていただきたいのが、本書で紹介する「フラッ
プレス」というインプラントの術式です。フラップレスとはメ
スを使わない術式のことで、痛みや腫れ、出血が非常に少なく、

患者さんにとってメリットの大きい方法となっています。

私は、1996年に「タキザワ歯科クリニック」を東京・大島

に2006年に神奈川・湘南藤沢、2019年には東京・日本橋に、

開業し、20年以上、たくさんの患者さんを診てきました。患

者さんには「タキザワ歯科クリニックに治療に来てよかった」

と思っていただきたいので、治療技術のトレーニングやブラッ

シュアップに加えて、患者さんの負担を少しでも減らすよう、

からだとこころに優しい治療方法を模索し続けています。

そして、「歯医者は痛い」というイメージを払しょくすべく、

無痛医療に力を入れるなかでたどり着いたのが、フラップレス

インプラントです。
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インプラントの治療前は、手術や痛みを不安に感じる方が多

くいらっしゃいますが、フラップレス手術はそうした患者さん

の不安を軽減できる施術方法です。このため、私のクリニック

では、インプラント治療のうち約9割をフラップレスで行って

います。

できるだけ多くの方にインプラント治療を受けていただくた

めに、治療費も可能な限り安くおさえているのも特長です。

治療費は、治療した歯の本数によって増減するため、１本あ

たりの価格を安価に設定することで、歯を多く失い、切実にイ

ンプラントを必要とするのに費用がネックという方にも取り組

みやすいよう努力しています。

本書は、インプラントをお考えの方に向けて、インプラント

とはどのような治療法か、なぜ痛みを感じるのかを説明した上

で、フラップレスインプラントについての治療の流れやメリッ

ト・デメリットを紹介しています。

巻頭マンガでも触れましたが、一刻も早く歯を入れたい方や、

入れ歯に抵抗のある方、痛みに恐怖感のある方にも対応しやす

い治療となっていますので、インプラント治療に躊
ちゅうちょ

躇し、踏み
切れず悩んでいる方や、これまでインプラントの治療を全く考
えていなかった方にこそ、ぜひ本書をきっかけに、フラップレ
スインプラントのよさを知っていただければ幸いです。

2019年7月

滝澤聡明
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