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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：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。

自由診療について

28CliniC 南青山は完全自由診療 ( 自費診療 ) のクリニックです。

保険診療の枠組みにとらわれることなく、質の高い予防と治療を提供します。

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

の医療費が年間 43.6 兆円 ( 厚生労働省 2019 年度調査より ) となった今、一部の材料や治療法のみが保険診療において認可されて

います。つまり保険診療とは限られた制約の中での治療を意味します。

「自由診療は高価な材料を使うから高い。」そう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。しかし診断、治療法、機材、材料、治療時間など、全てにおいて妥協せずできる

限りの治療を行いたいと考えた場合、保険診療で賄うことはできません。

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てから精度のよい印象材 ( 型を採る材料 ) で型を採り、精度

のよい咬合採得用印象材 ( 咬み合わせを採る材料 ) で咬み合わせを記録します。そして口腔内の写真や仮歯の情報と一緒に優れた

技術を持つ歯科技工士に技工を依頼します。

その結果、最良の状態で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。

28CliniC では自分自身、家族やスタッフ、親友、そして全ての患者の皆様にも材料や治療法に制限無く、身体にとって安全かつ精

度の高い治療を可能な限り選択したいと考えています。
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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場合、後に再度治療を必要とする可能性が高くなります。

当院では、治療する前に必ず口の中の菌（虫歯菌、歯周病菌）の数を減らすための歯周治療を実施します。

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 3 つの原因を可能な限り除去します。

当院では補綴物や修復物に保証規定を設けています。

（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： 

1 年以上 3 年未満： 

3 年以上 5 年未満： 

5 年以上 8 年未満： 

8 年以上 10 年未満： 

10 年以上 15 年以下： 

全額保証

80％保証

60％保証

30％保証

20％保証

10％保証

メインテナンス（定期検診／クリーニング ) について

一度治療を終えた歯や噛み合わせも、毎日使い続けることにより歯の表面は徐々に劣化 ( 噛み合わせの変化 )します。

また、歯垢 (プラーク) を長期間放置することは歯茎の炎症や歯周病、虫歯の原因になります。

当院は 3、4 ヶ月に１度のメインテナンス ( 定期検診／歯科衛生士による専門的クリーニング) を推奨しています。その際、1 年に

1 度レントゲン写真を撮影し、歯や骨の内部に異変がないか確認します。また必要があれば噛み合わせの調整などを行います。

それにより一度治療を終えた歯、歯茎を長く維持させることが可能となります。

歯磨きが得意でない方、口の中が複雑な方、その他全身の疾患によりお口の健康維持が難しい方は 1 ヶ月に 1 度のメインテナンス

を推奨しています。

• レントゲン撮影とドクターチェックの定期検診：￥5,500 ／約 30 分

• マイクロケアクリーニング：￥14,300 ／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 (金属 ) できています。虫歯には罹患しません。

しかしインプラントは歯周病 (インプラント周囲炎) に罹患すると、天然歯と比較し数倍のスピードで進行します。

インプラント埋入後、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。

・インプラントオーバーホール　当院埋入 ¥5,500 ／ 1 本　他院埋入 ¥11,000 ／ 1 本

インプラント治療の成功率（5 ～ 10 年生着率）は治療前の歯や歯槽骨、お身体の健康状態により異なります。

上顎：約 96％、下顎：約 98％（100％ではありません）と認識ください。

インプラントはネジで被せ物や土台を固定します。稀にネジが緩んだり、破損することもあります。

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。

・インプラント用チタン製ネジ　¥11,000 ／ 1 本

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）を服用中の方、

重度糖尿病の方、その他ご病気により、インプラントができない場合があります。

□

□

□
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初診料・カウンセリング

口腔内検査

内科的検査

60 分 (X-ray パノラマ、歯周基本検査 込 )

X-ray デンタル

分子栄養医学（オーソモレキュラー）血液検査

X-ray パノラマ

G6PD 欠損症検査 ( 高濃度ビタミン C 点滴用）

歯周組織検査（SMT 唾液検査を含む 8 項目）

マイクロアレイ消化器がん検査

X-ray セファロ（正・側貌）

遅延型アレルギー検査（219 項目）

口腔内全体検査（記録のみ）

MCI 血液検査（軽度認知障害検査）

X-ray CT（3D）

遅延型アレルギー検査（120 項目）

口腔内全体検査（部分矯正）

APOE 遺伝子検査（認知症発症遺伝子）

参考用模型

総合ホルモン検査

口腔内全体検査（補綴用）

MCI 血液検査＋ APOE 遺伝子検査セット

フェイスボウ（顎位診断）

有害重金属検査

口腔内全体検査（矯正用）

栄養カウンセリング

¥8,800

¥2,200

¥5,500

¥33,000

¥27,500

¥3,300 ～

¥5,500

¥30,800

¥5,500

¥110,000

¥11,000

¥22,000

¥45,870

¥29,700

¥11,000

¥27,500

¥32,340

¥22,000

¥3,300

¥38,500

¥66,000

¥27,500

¥46,200

（消費税込）診査・診断・内科

料金表
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点滴療法

（消費税込）内科

NMN点滴 200mg ¥55,000

高濃度ビタミン C 点滴 12.5g（マイヤーズカクテル） + 水素 ¥19,800

点滴療法コース 高濃度ビタミン C 点滴 12.5g（マイヤーズカクテル） + 水素

高濃度ビタミン C 点滴 25.0g（マイヤーズカクテル） + 水素

5 回チケット（5%off）

高濃度ビタミン C 点滴 12.5g（マイヤーズカクテル）

10 回チケット（10%off）

水素点滴単体 100ml

5 回チケット（5%off）

高濃度ビタミン C 点滴 25.0g（マイヤーズカクテル）

高濃度ビタミン C 点滴 25.0g（マイヤーズカクテル） + 水素

水素点滴単体 250ml

10 回チケット（10%off）

グルタチオン点滴 1,000mg + 水素

5 回チケット（5%off）

プラセンタ（1 アンプル）

グルタチオン点滴 2,000mg + 水素

10 回チケット（10%off）

グルタチオン点滴 2,000mg

グルタチオン点滴 2,000mg + 水素

¥22,000

¥94,050

¥14,300

¥14,300

¥178,200

¥7,700

¥94,050

¥16,500

¥11,000

¥178,200

¥16,500

¥104,500

¥2,200

¥19,800

¥198,000

料金表

幹細胞上清液点滴（1 バイアル） ¥41,800
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応急処置 セメント修復

コンポジット修復

¥5,500

¥11,000

（消費税込）

料金表

基礎治療

根管治療

支台築造

治療用仮歯

精密根管治療 ( リトリートメント )

精密根管治療 ( マイクロサージェリー )

グラスファイバー

白金化金

複合プラスチック

1 歯につき

アマルガム除去 ( ラバーダム、洗浄薬剤、点滴、充填を含む )

3DS（Dental Drug Delivery System）

精密根管治療 ( イニシャルケール )

¥55,000 ～ ¥99,000

¥55,000

¥52,800

¥44,000

¥44,000

¥33,000

¥5,500 ～ ¥16,500

¥44,000 ～ ¥88,000

¥38,500

小児矯正

成人矯正

矯正用マイクロインプラント (1 本 )

矯正治療に伴う単純抜歯 (1 本 )

調整料（1 回 / 月）

矯正クリーニング (30 分 )

部分矯正

頬側

舌側

¥550,000

¥1,100,000

¥38,500

¥1,430,000

¥16,500

¥3,300 ～ ¥7,700

¥7,150

¥330,000 ～ ¥660,000

矯正

歯周組織治療 スケーリング・ルートプレーニング (0.5 時間につき ) ¥9,075
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（消費税込）

料金表

口腔外科

フラップオペレーション ¥33,000 ～

ルートカバー ¥55,000 ～

結合組織移植 ¥55,000 ～

歯冠長延長術 ¥55,000 ～

抜歯 単純

埋伏歯

¥16,500 ～

¥33,000 ～

嚢胞摘出 ¥22,000 ～

骨再生誘導法 ¥66,000 ～

骨再生治療材料費（エムドゲイン・人工骨・メンブレン） 手術料 + ¥33,000 ～

自家歯牙移植 ¥220,000

自家歯牙再植 ¥88,000

鎮静 ¥44,000 ～ ¥88,000

インプラント体１本（投薬、点滴、二次手術料含む） ¥407,000

インプラント

上部構造

最終補綴物 1 歯

治療用仮歯 ( インプラント用 )1 歯

¥176,000

¥16,500

例：2 本のインプラントで 3 歯分のブリッジ (ダミー1 歯含む)の場合 ¥528,000

増骨処置 ¥66,000 ～CBR( 骨再生誘導法 )

¥198,000サイナスリフト

¥110,000ソケットリフト
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（消費税込）

料金表

各種修復・補綴

金属修復・補綴 白金化金インレー ¥99,000 ～

白金化金オンレー ¥154,000 ～

白金化金クラウン ¥176,000 ～

複合プラスチック修復 ¥11,000 ～ ¥55,000ダイレクトボンディング (1 歯につき）

総義歯 ¥550,000 ～

義歯 部分床義歯　1 ～ 3 歯 ¥220,000

部分床義歯　7 歯～ ¥550,000

部分床義歯　4 ～ 6 歯 ¥330,000

インプラント - 併用義歯接続部品 (1 個につき ) ¥55,000

ホームホワイトニング　片側 ¥55,000

ホームホワイトニング　追加薬剤 (4 本 ) ¥22,000

ホームホワイトニング　両側 ¥88,000

オフィスホワイトニング 1 回 ¥41,800

オフィスホワイトニング 3 回（5%off） ¥118,800

オフィスホワイトニング 5 回（10%off） ¥188,100

ウォーキングブリーチ 1 歯 (3 回分 ) ¥33,000

追加 (1 回分 ) ¥5,500

ポーセレン修復・補綴 オールセラミックインレー ¥88,000

オールセラミックオンレー ¥143,000

オールセラミッククラウン ¥176,000

ポーセレンヒューズドメタル (PFM) ¥176,000

ポーセレンラミネートベニア ¥143,000

ホワイトニング


