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口腔外
バキューム

LED 照明付歯科用双眼ルーペ
＊全スタッフが所持しています。

※イラストは「デンタルフラッシュ3
（株）Cyber デジタル」より引用

LED 無影灯

LED 照明付タービン

使用器材の衛生管理のため、洗浄・消毒に関しての国際規格 (ISO15883) に基づいた
高度な洗浄・消毒や、高い安全性を追求した滅菌システムを採用しています。

ロビー

カウンセリングルーム

診察室

小池 秀行

小池デンタルクリニックは…

院長

●
「一般歯科」
ですのでお気軽にお訪ねください。予約診療制をとっています。

歯学博士
日本補綴歯科学会専門医

●患者さまのご意向を確認しながら治療を進めます。診療方針として、
「歯１本」
ではなく、
「口の中全体 」を1つの単位として治療計画を立ててまいります。
●患者さまのプライバシーに配慮し、診療室はすべて個室となっています。
●治療計画などをご説明したり、お悩みをお聞きしたりするためにカウンセリン
グルームを設けています。

※歯が欠けたり失われたりした場合に、かぶせ物、差し歯、ブリッ
ジ、入れ歯 ( 義歯 )、インプラントなどの人工物で補い、機能・
審美を回復することを専門とし、学会で認められた歯科医師です。
社団法人日本補綴歯科学会

http://www.hotetsu.com/p1.html

ホルホープ
（ガス減菌器）

ピエゾン
炭酸ガスレーザー
マスター サージェリー
( 超音波振動外科手術器 )

クアトロケア
ステイティム
Lisa
ミーレ ジェットウォッシャー
（自動注油洗浄器）
（高圧蒸気滅菌器）( 高圧蒸気滅菌器 ) ( 洗浄・消毒器 )

■ 診療内容

・
・
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歯科一般外来
審美
インプラント
歯周外科
口腔外科

歯科用 CT

診察時間

月

火

水

木

金

土

午前9:00〜12:30

●

●

●

-

●

●

午後2:00〜 6:00

●

●

●

-

●

●

休診日

木曜日 ・日曜日・祝日

※祝日のある週は木曜日診療

http://koike-dentalclinic.com/
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