医療費

医療費控除について
年間10万円以上の医療費は、税金の還付、軽減の対象になります。

医療費控除の対象となる歯科治療…インプラント ／ 保険外のかぶせ物（セラミック）や入れ歯など ／ 矯正治療保険外の歯
周外科手術（再生療法など）／ 公共機関の通院交通費（ 例えば、所得金額 500万円の家庭で、1 年間に自由診療で100万

円の医療費がかかった場合（保険診療や、その他の医療費がなかったと仮定）本来は所得税・住民税を合わせて、控除な

しの場合で96万3,500円ですが、自費治療で100万円の医療費を使ったので、医療費控除として計18万円が減税されます。
つまり100万円の医療費のうち18％分が後に還付または軽減されます。言い換えると 100 万円の自由診療は82万円で受け
られることになります。）

保険診療と自由診療について
保険診療：国が定めた材料と方法の範囲内で最善の治療を行っております。

自由診療：自由診療は高価な材料を使うから高いと思われている方が多いと思います。それも一つの要素であり間違いでは
ありません。

しかし当院で考えている保険診療と自由診療の違いは、「制限の中で行う治療」と「全てに妥協しないでできる限りの事をす
る治療」と考えております。

被せ物を例にとると、歯の形態や歯周組織の環境を最善の状態に整え、精度のよい印象材（型を採る材料）で型を採り、
精度のよいバイト材（咬み合わせを採る材料）で咬み合わせを記録し、口腔内の写真や仮歯の情報と一緒に技術の優れた歯
科技工士に技工を依頼する。

出来上がった物を数回の行程を踏んで徐々に口腔内にあわせていき、最後に最善の接着材で装着する。
その全てを妥協せずに時間とコストをかけて行なった結果、出来上がるものが自由診療の被せ物です。

義歯やインプラント、歯周外科（再生療法）、審美治療等、他の自由診療に関してもこのコンセプトに変わりはありません。

1 億 2,700万人の人が平等に受けられる保険治療は世界に類を見ない優秀な医療システムですが、少し角度を変えて見ると

国の医療費が年間 41.5兆円（厚生労働省2015年度調査より）となった今、保険医療に使える材料、時間、治療法など、
あまりにも限られた制約の中でしか治療ができません。28CliniCでは家族や、親友に治療するならば材料や治療法に制限
のない身体に安全かつ精度も高い治療を可能な限り選択したいと考えております。
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保証規定、メンテナンス

治療、予防を受ける皆様へ
歯を失う原因は主に３つあります。
１． 虫歯菌

２． 歯周病菌

３． 力（噛み合わせ）

この３つを無視して治療したとしても再発し、また治療が必要になってしまいます。
ですので、治療する前に必ず口の中の菌（虫歯菌、歯周病菌）の数を減らします。

その後の治療により噛み合わせをコントロールし、歯を失う原因の３つを可能な限り除去します。
野上歯科医院では補綴物、修復物の保証規定を設けております。

（メンテナンス、定期検診に通っていただいている場合該当）
１年未満：

全額保証

１年以上 ３年未満：

８０％保証

５年以上 ８年未満：

３０％保証

３年以上 ５年未満：

８年以上 １０年未満：

６０％保証
２０％保証

１０年以上 １５年以下： １０％保証

メインテナンス（定期検診／クリーニング ) について

一度治療した歯や歯茎（虫歯、歯周病）、噛み合わせでも、毎日使うものですので、磨き残しがあったり、
歯の表面が劣化（噛み合わせの変化 ) します。

最低でも半年に一度。磨くのが得意でない方や口の中が複雑な方は１ヶ月に一度はメインテナンス

（定期検診／クリーニング）が必要となります。

また、一年に一度はレントゲンを撮り歯や骨の内部を確認し、噛み合わせの調整などを行う事により一度治療した歯を
長く持たせる事が可能になります。

歯周病という疾患に罹患している場合は健康保険の適応になりますが、一度治療して治癒した場合や、健康な場合は
病気ではありませんので健康保険の適応ができません。

したがって、定期検診やクリーニングは健康保険の適応ができませんので、自費の診療となります。
• レントゲン撮影とドクターチェックの定期検診：￥5,000＋税／約３０分
• クリーニング：￥10,000＋税／約５０分
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保証規定、メンテナンス

以下インプラントをお受けになる方へ
□ インプラントは純チタンという金属で出来ていますので、虫歯にはなりませんが、
歯周病には天然歯より４倍のスピードでかかりやすいとお考えください。

ですので、ホームケアとしてのセルフプラークコントロールと、プロフェッショナルケアとしてのメンテナンス

（定期検診／クリーニング）が重要です。

インプラント治療の成功率（５～１０年生着率）は

上顎：約９０％、下顎：約９５％程度（１００％ではありません）と認識いただければと思います。
また、インプラントはネジ構造ですので稀に緩むことが（５～６％）あります。

□ インプラントはネジで被せ物や土台を固定するので稀にネジが破損することがあります。

破損したパーツは取り替えることができますが、消耗品につき費用は保証規定にかかわらず実費となります。

□ 骨粗鬆症と診断され、骨粗鬆症の治療薬（ビスフォフォネート剤）をお飲みの方は、
インプラントができない場合があります。
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料金表

歯科的検査

（消費税別）

口腔内全体検査・診断料 + カウンセリング .............................................................................. ¥30,000

（模型、顎位記録、CT、レントゲン各種、口腔内、全身写真）

口腔内全体矯正検査・矯正診断料 + カウンセリング ............................................................... ¥50,000

（模型、顎位記録、CT、レントゲン各種（セファロ）、口腔内、全身写真）
内科的検査

分子栄養医学（オーソモレキュラー）血液検査

76 項目........................................................ ¥30,000

（採血、コンサルテーション、内科医セカンドオピニオン）

G6PD 欠損症検査 ( 高濃度ビタミン C 点滴用）............................................................................ ¥5,000
遅延型アレルギー検査＋カウンセリング

120 項目検査 .......................................................................................................... ¥29,400
219 項目検査 .......................................................................................................... ¥41,700

総合ホルモン検査＋カウンセリング 男性 11 項目、女性 12 項目 .......................................... ¥25,000

有害重金属検査＋カウンセリング 15 項目.............................................................................. ¥20,000

マイクロアレイ消化器がん検査＋カウンセリング..................................................................... ¥100,000
MCI 血液検査（軽度認知障害検査）＋カウンセリング .............................................................. ¥25,000
APOE 遺伝子（認知症発症遺伝子）＋カウンセリング............................................................... ¥20,000

MCI 血液検査＋APOE 遺伝子＋カウンセリング ........................................................................ ¥40,000
補

綴

メタルボンドクラウン（PFM）............................................................................... ¥100,000～¥150,000

オールセラミッククラウン ...................................................................................... ¥120,000～¥160,000

ハイブリッドセラミッククラウン.................................................................................. ¥50,000～¥70,000

硬質レジン前装冠 ...................................................................................................................... ¥60,000

ゴールドクラウン（白金化金）................................................................................. ¥70,000～¥100,000

ラミネートベニア................................................................................................... ¥100,000～¥150,000

ファイバーコア（グラスファイバーの土台）................................................................................ ¥30,000

チタン義歯 .......................................................................................................... ¥350,000 ～ ¥500,000

ノンクラスプ義歯.................................................................................................................. ¥150,000～
修

復

オールセラミック (e-max）インレー ........................................................................ ¥50,000 ～ ¥80,000

ハイブリッドセラミックインレー .................................................................................................. ¥40,000

ゴールドインレー........................................................................................................................ ¥60,000
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料金表

インプラント、
口腔外科関連

（消費税別）

インプラント体 １本（２次手術費用含む）....................................................... ￥250,000 ～￥300,000
上部構造（最終補綴物）..................................................................................... ¥100,000 ～ ¥150,000

例）１本の場合 ................................................................................ ¥350,000 ～ ¥400,000

３本分を、２本のインプラント＋ブリッジ................................... ¥800,000 ～ ¥950,000

マイクロインプラント（矯正用）................................................................................................. ¥30,000

ソケットリフト ............................................................................................................................. ¥70,000
サイナスリフト.......................................................................................................................... ¥150,000
骨増生再生療法.................................................................................................... ¥30,000 ～ ¥100,000

歯周疾患

細菌検査 ..................................................................................................................................... ¥3,000
歯周疾患関連細菌検査 (PCR 検査）..................................................................................... ¥20,000 ～

3DS（Dental Drug Delivery System）...................................................................................... ¥48,000
APF 歯肉弁根尖側移動術 ..................................................................................................... ¥30,000～

FGG 遊離歯肉移植術 ............................................................................................................ ¥50,000～
CTG 歯肉結合組織移植術...................................................................................................... ¥50,000～
再生治療材料費（エムドゲイン・人工骨・メンブレン）............................................ 手術料 +30,000～
矯

正

子供の矯正（永久歯が生えそろうまでの治療）.................................................... ¥250,000～¥350,000

永久歯列期（プラスチックブラケット）............................................................... ¥900,000～¥1,200,000

リンガルブラケット（裏側の装置）......................................................................................... ¥1,200,000

部分矯正............................................................................................................. ¥200,000 ～ ¥300,000

保定装置....................................................................................................................... ¥20,000 ／ 片顎
調整料（1 回 / 月） .................................................................................................. ¥3,000 ～ ¥5,000
ブリーチ

オフィススタンダード 1 回

Ultimate ........................................................................................ ¥20,000

オフィススタンダード 5 回

Ultimate (10%oﬀ) ........................................................................ ¥90,000

オフィススタンダード 3 回

Ultimate (5%oﬀ) .......................................................................... ¥57,000

オフィススタンダード 1 回

Exlimit ........................................................................................... ¥38,000

オフィススタンダード 5 回

Exlimit (10%oﬀ) ......................................................................... ¥171,000

オフィススタンダード 3 回

Exlimit (5%oﬀ) ........................................................................... ¥108,300

※ Exlimit は Ultimate の光量が 2 倍
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料金表

ブリーチ

（消費税別）

ホームホワイトニング................................................................................................................. ¥70,000

追加ジェル ................................................................................................................................. ¥20,000

ウォーキングブリーチ ........................................................................................................ 初回 ¥20,000
.......................................................................................２回目以降 ¥3,000 ／ 回

点

滴

高濃度ビタミン C 点滴 12.5g（マイヤーズカクテル）................................................................ ¥13,000
高濃度ビタミン C 点滴 25.0g（マイヤーズカクテル）................................................................ ¥15,000

グルタチオン点滴 600mg ............................................................................................................ ¥8,000

グルタチオン点滴 1,000mg....................................................................................................... ¥10,000
グルタチオン点滴 2,000mg....................................................................................................... ¥13,000
グルタチオン点滴 3,000mg....................................................................................................... ¥16,000

上記水素追加 ...........................................................................................................................＋¥5,000
水素点滴単体 100ml .................................................................................................................. ¥7,000
水素点滴単体 250ml ................................................................................................................ ¥10,000
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