
車椅子・ベビーカー 
院内に乗り入れOK！

進化した新しいスタイルの歯科医院

私はやさしい

歯石取りと

ホワイトニングが

いいな
私は、

楽しく

むし歯予防

そろそろ

歯の健診を

受けてみよう

かなあ
僕は

痛くない
虫歯治療
がいいな

口臭と歯周病が

気になるわ。

きちんと治療と

予防がしたい

もっと快適な
入れ歯は
ないかな？

じっくり相談できる歯科医院（かかりつけ歯科医院）がまだ見つかっていない方はぜひお越しください。必見！
！

月　14

バリアフリー！

診療科目／診療時間

ご予約を開始いたしました

ご予約優先 各種保険取扱い
一般歯科・小児歯科・歯科口腔外科

休診日：木曜・日曜・祝日

診療時間  

〇 〇14:00～19:00 〇
〇

〇
〇

〇
〇 〇 〇09:30～13:00

【検診・歯石取り・フッ素塗布・治療・親知らず・顎関節のご相談のご予約】

TEL 098-898-6480TEL 098-898-6480
〒090-2214 沖縄県宜野湾市字我如古 380-1
https://www.uemura-shika.jp/
うえむら歯科医院　宜野湾市

歯医者にしばらく
行かれていないあなたへ
本当にそのままでいいのでしょうか。
あなたの歯を残すきっかけになります。

お子様やご家族に歯の
大切さを伝えたいあなたへ
歯の重要な役割や歯を磨く事の大切さを
プロが分かりやすく楽しくお伝えします。

歯医者は怖い、苦手、
行く時間がないあなたへ
歯科の進化した姿を見てください。
歯科のイメージが変わります。

今現在の今現在の
・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・
歯を失いたくない！歯を失いたくない！

あなたへ…あなたへ…

食べる（健康）、笑う（生きがい）、
話す（楽しみ）を守る歯科
食べる（健康）、笑う（生きがい）、
話す（楽しみ）を守る歯科

・・ ・・・・ ・・・・ ・・ ・・
悪くしたくない！ 悪くしたくない！ 

月 火 水 木 金 土 日 祝

どんなことでも歯のお悩み相談も随時お受けいたします。

あなたとあなたの大切な人の現在の歯が“一生残るきっかけ”にしたい、そんな想いで内覧会（見学相談会）を開催します

内覧会（見学相談会）を開催します!
どなたでも

ご来場いただけます！ ６ヶ月以上歯科に
行っていない方、
是非いらしてください！

金
3/

木 22 23 2421 土 日

内覧会（どなた様でも見学は自由です）

同時開催

歯を残す方法
を

お伝えします
！

１０：００～17：3０
※21（木）は13：30～17：30
※２２（金）の12：00～13：00は休憩をいただきます
※24（日）は17：00まで

ご予約不要・無料です
※

◆痛くない、怖くない治療の方法を知りたい
◆新しく導入した設備を使った検診や治療は？痛くない？

◆歯を残すには本当はどうしたらいいの？

◆院長やスタッフはどんな人なのかな？
◆歯を悪くしない、失わない方法は？　

◆しっかり噛めない  ◆しみる歯がある等
今までの歯科で、日頃聞きにくかったことも遠慮なくご
質問下さい。ご家族、ご友人をお誘いあわせの上、もち
ろんお一人様からでもお気軽にご見学ください。

内覧会とは？

新しく導入した医療機器説明会 ふだん見ることのない
医療機器の説明が聞けます
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月　14

TEL 079-273-5005

〒090-2214　沖縄県宜野湾市字我如古 380-1

ご予約優先 各種保険取扱い

休診日 ： 木曜・日曜・祝日

保存版このチラシを手にされた、あなたへ… きっとお役に立ちます！このチラシはお手元にて保管して下さい。

プロフィール

植村 岳暁
う え む ら   た け あ き

植村 岳暁
う え む ら   た け あ き

「歯は身体のためにも残しましょう！」
平成17年  私立日本大学歯学部 卒業
平成17年  琉球大学医学部附属病院歯科口腔外科 入局
平成19年  琉球大学医学部附属病院麻酔科 入局
● 大学病院に勤務しながら、沖縄県・東京都・神奈川県・
　熊本県の歯科医院にて研鑽を積む。
平成28年・30年
沖縄・ラオス国口唇口蓋裂患者支援センター、
無償手術（チャリティーオペ）に参加

【経歴】
日本歯科麻酔学会認定医
琉球大学医学部附属病院麻酔科 医局員
南部徳洲会病院 非常勤歯科医師
日本歯科麻酔学会
日本口腔外科学会

【資格・所属学会】

TEL 098-898-6480 院長

※上記の院内施設や医療設備は保険診療の範囲内ですから別途料金はかかりませんので、ご安心下さい。（歯科用CT画像は保険がきかない場合がございます。）

一般歯科医院では通常行われないレベルの洗浄・消毒・滅菌
を実施いたします。歯を切削する器具の内部に付着した体液の
洗浄と滅菌や、一般検査器具類の滅菌など、安心安全の消毒
滅菌設備です。別途料金はかかりません。

当医院は治療だけの繰り返しをせず、予防とメイ
ンテナンスが受けられる歯医者さんです。検査か
ら始まり、しっかり説明とご相談を致します。悪く
なった原因からまず治す原因治療、初期治療を行
い、その後のお口の健康が長期間に渡り維持でき
るようサポートさせていただきます。

「予防」と「治療」の両方で
歯をまもる歯科医院です！
「予防」と「治療」の両方で
歯をまもる歯科医院です！

検診・予防歯科
やさしい歯石取り

とクリーニング

充実の滅菌設備

口腔内除菌

明るくリラックスできる待合室
清潔・安心の診療室と
落ち着ける空間の相談室
（カウンセリングルーム）もご用意！

明るくリラックスできる待合室
清潔・安心の診療室と
落ち着ける空間の相談室
（カウンセリングルーム）もご用意！
患者様が周りの他の患者様の視線を気にせずに、
院長やスタッフに歯の悩みを相談したり、落ち着
いて治療を受けていただきたいと願い、設計した
診察室・相談室（カウンセリングルーム）です。

特殊な顕微鏡を使い、虫歯、歯周病
のリスクを、悪くなる前にチェックする
ことができるようになりました。歯周病・
口臭が気になる方
へおすすめの検査
です。別途費用は
かかりま
せん。

歯を残す為の検診－顕微鏡検査－
２次元（平面）のレントゲン画像
では判別できず診断しにくかった
症状でさえ、３次元（立体）画
像で正確に患部をとらえ原因究
明ができるようになります。歯周
病のより厳
密な診断も
できます。
CT 撮影に
は保険が適
応されない
場合がござ
います。

歯科用ＣＴ【３Ｄ（３次元）レントゲン】
現在の歯を残したい・悪くしたくないあなたへ

歯周病菌

虫歯菌

歯科医院が苦手な人も安心

表面麻酔（塗り麻酔）＋電動注射器+
麻酔液の温度を温める等の方法によ
り、痛みに
配慮した治
療を行いま
す。

歯を削る音が怖い方へ配慮していま
す。キィーン！という歯を削る音が怖い！
苦手！という方々はとても多いです。そ
んな方々の為に削る音の小さい器具
をご用意しております。

音への配慮
（別途料金はかかりません。）

痛みに配慮した治療

できるだけ削らない治療
時間がかかる痛い虫歯治
療は嫌だと思います。当院
では時間のかかる銀歯の虫
歯の治療ではなく小さな虫
歯であれば白い詰め物でむ
し歯治療を心掛けます。

歯の事で「これから」「これ以上」後悔しない人生の為に

歯科用レーザー【治療・予防】
大切な歯を残す（治療）守る（予
防）には歯科用レーザーが大事
な役割を果たします。お子様の
乳歯から大人の永久歯まで、幅
広く活躍いたします。虫歯や歯
周病の原因菌の除去にも役立ち
ます。
痛みもほと
んどありま
せんから
ご 安 心く
ださい。
別途料金か
かりません。

無料相談も
お気軽にどうぞ。

（別途検診費用がかかります）

ホワイトニングモニター
ホワイトニングもご相談ください
歯の着色や変色などでのお悩みは
ございませんか？　
歯の色でお悩みの方には歯を白くする
「ホワイトニング」をおすすめします。お顔全体の印象が明るくなり、
「前向き」「誠実」「爽やか」といったポジティブな印象を与えます。

3,000円
先着２０名様

治療中に自身の歯に何が起きているのか ＣＣＤカメ
ラを使用し十分に説明しながら治療をすすめます。

見えないものが見える
口腔内CCDカメラ

正確なレーザー虫歯検査器～ダイアグノデント
従来の針で歯を触って進行状態を検査する方
法では歯面をキズ付け、さらに虫歯を大きくし
てしまったり、小さな虫歯はレントゲンには写
りにくく見逃してしまっていましたが、この特
殊な検査方法は歯面もキズつけることなく、
痛みや熱さも
なく一瞬で正
確に小さな虫
歯を見過ごす
ことなく発見し
ますので、早期
に予防処置が
行え虫歯予防
に効果的です。


