
下浜

あいば歯科医院
江畑歯科医院
おみ歯科クリニック
杉田歯科医院
すのうち歯科医院
渡辺歯科医院
アルヴェたかのはし歯科
東京歯科クリニック
ひがしとおり歯科医院
明田歯科医院
安井歯科クリニック
小柳歯科医院
佐藤歯科クリニック
酒樹歯科医院
すみよし歯科医院
(医)英歯会 パール歯科クリニック
あさひかわ歯科医院
添川あおば歯科
十全歯科医院
いしかわ歯科・矯正歯科
柏木歯科
ささき歯科クリニック
さとう歯科医院
はぁと歯科クリニック
蓮沼佐藤歯科医院
広面歯科クリニック
広面中村歯科医院
わかさ歯科クリニック
下北手かねた歯科クリニック
桜歯科クリニック
木下歯科医院
(医)デッグデンタルクリニック桜
奥山歯科医院
おの歯科医院
堀川歯科クリニック
歯科勝平クリニック
きくち歯科医院
くまがい日吉歯科医院
高橋歯科医院
とりき町歯科クリニック
堀部歯科医院
もとまち歯科医院
下浜歯科医院
大住鈴木歯科医院
松木歯科クリニック
おおすみ歯科医院
京谷歯科医院
西野歯科医院

☎(863)8787
☎(865)2555
☎(896)0055
☎(863)6122
☎(863)7778
☎(865)8211
☎(837)1280
☎(836)3450
☎(831)8867
☎(834)8141
☎(836)4618
☎(832)6042
☎(835)0048
☎(835)8161
☎(833)6683
☎(835)1674
☎(831)1316
☎(825)5575
☎(868)3523
☎(887)3988
☎(832)9162
☎(884)0333
☎(835)2255
☎(836)0202
☎(832)1008
☎(831)0561
☎(831)3222
☎(837)8567
☎(853)9341
☎(832)4030
☎(832)1701
☎(831)1558
☎(824)0888
☎(865)0105
☎(867)0020
☎(863)6462
☎(862)6675
☎(828)5582
☎(828)4339
☎(888)8222
☎(828)4323
☎(888)8814
☎(879)3060
☎(836)5123
☎(831)1516
☎(836)5222
☎(839)7887
☎(839)9722
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おのば歯科クリニック
神田歯科医院
(医)熊谷歯科医院
(医)三浦歯科クリニック
いしばし歯科医院
平塚歯科医院
TAKU歯科クリニック
田中歯科医院
(医)輝陽会 寺内歯科医院
石沢歯科医院
北インター歯科クリニック
外旭川サテライトクリニック
とおる歯科医院
歯科平和公園クリニック
はまなす歯科クリニック
泉谷歯科医院
伊藤歯科医院
大山歯科医院
小澤歯科医院(土崎港中央４丁目)
小澤歯科医院(土崎港中央５丁目)
すま歯科医院
片野歯科医院
神谷歯科医院
(医)明和会 港北中通診療所
こまつ歯科医院
佐藤歯科医院
竹中歯科クリニック
(医)豊盛会 豊間歯科医院
中道歯科医院
ひゃくすい歯科
藤岡歯科医院
(医)東京堂 港町歯科クリニック
(医)運忠会 土崎病院 歯科
(医)佐々木歯科医院
将軍野歯科診療所
たかしみず歯科医院
田北歯科医院
(医)南秋会もみの木デンタルクリニック
(医)輝陽会 いいじま歯科医院
白石歯科医院
又井歯科クリニック
追分歯科医院
追分佐藤歯科医院
今村記念クリニック
石川歯科医院
石塚歯科医院
広幡歯科医院
いがらし歯科医院
すがわら歯科医院

☎(892)6300
☎(839)3765
☎(839)7001
☎(839)8219
☎(829)4618
☎(826)1888
☎(867)8255
☎(857)1133
☎(866)8085
☎(868)5641
☎(869)8461
☎(869)7200
☎(868)8469
☎(888)6002
☎(847)5888
☎(845)0484
☎(845)0607
☎(845)7642
☎(845)0313
☎(845)0542
☎(845)1768
☎(846)8765
☎(880)5580
☎(845)3663
☎(846)6100
☎(857)2255
☎(847)1188
☎(845)1657
☎(846)8181
☎(845)0648
☎(857)0292
☎(857)1040
☎(845)4121
☎(857)0648
☎(845)0863
☎(846)6338
☎(857)0088
☎(838)1707
☎(845)0933
☎(846)4545
☎(846)8877
☎(873)5661
☎(872)1120
☎(872)1313
☎(882)2152
☎(882)3808
☎(882)2030
☎(886)2758
☎(881)0808
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自分の歯が20本以上あると、
ほとんどの食品を支障なく食
べることができます。むし歯

予防や歯周疾患予防につとめ、生涯にわ
たって自分の歯を20本以上保つことをめ
ざしましょう。

歯周疾患予防のポイント
①歯みがきによる歯垢(プラーク)の除去
②歯石の除去(定期的に歯科医を受診し、
歯の掃除をしてもらいましょう)

③歯周疾患の早期発見・早期治療
④禁煙(喫煙は口内の抵抗力を弱めます)

４月～来年３月に、
40歳・50歳・60歳・70歳に
なるかた
※対象となるかたに、６月末に
受診勧奨はがきをお送りします

市保健所保健予防課
☎(883)1176～1178

問い合わせ

対象

実施期間

実施場所

検診料

７月から来年２月まで

受託医療機関
(右表をご覧ください)

700円(70歳のかたは無料)

＊各医療機関で検診の曜日や診察時間、予約
制などに違いがあります。受診する前に、
医療機関に電話でお問い合わせください。

歯周疾患検診を
受けましょう ☎(862)2346

☎(862)2210
☎(824)6758
☎(865)2931
☎(823)1300
☎(823)1182
☎(864)6688
☎(862)4726
☎(823)4171
☎(864)7171
☎(867)8250
☎(824)5188
☎(864)1355
☎(860)3502
☎(862)7047
☎(862)5011
☎(863)7841
☎(865)2955
☎(865)2257
☎(824)1567
☎(862)2793
☎(863)3443
☎(823)8278
☎(862)3563
☎(868)2711
☎(824)4040
☎(865)1181
☎(824)4465
☎(866)4422
☎(865)2600
☎(833)6480
☎(832)2438
☎(832)4224
☎(835)3711
☎(832)1313
☎(832)5252
☎(832)2833
☎(835)2195
☎(832)5482
☎(833)2240
☎(836)1184
☎(834)2302
☎(831)9094
☎(834)8789
☎(832)7009
☎(833)3885
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石田歯科医院
中村歯科医院
エンパイア歯科医院
旭北歯科医院
白根歯科医院
(医)デッグ 高山歯科医院
玉木歯科医院
稲葉歯科医院
市立秋田総合病院 歯科口腔外科
ひろはた歯科
船木歯科クリニック
真宮歯科医院
歯科アキタクリニック
県庁歯科診療室
こまはし歯科医院
(医)秋田歯科医療会山王有明歯科医院
山王さとう歯科医院
山王中村歯科医院
杉山歯科クリニック
上野歯科医院
後藤歯科医院
清水歯科クリニック
ほどの矯正歯科クリニック
小川歯科医院
石成歯科医院
海塩歯科医院
とし歯科クリニック
ながい歯科医院
のなか歯科医院
原歯科医院
武田歯科医院
千葉歯科医院
歯科明徳町クリニック
大淵歯科医院
加藤歯科医院
(医)山内矯正歯科医院
(医)明和会 中通歯科診療所
日興歯科医院
石田歯科医院
広幡歯科医院
南浦歯科クリニック
河原田歯科医院
神田歯科医院
ケテル歯科医院
佐藤歯科医院
立花歯科医院

成人が歯を失う最大の原因は歯周疾患で
す。歯や口の中に悩みがあっても、忙しい
ことを理由に、検診を受けないかたが大勢
います。
生涯、食べ物を自分の歯で

かむことができるよう、歯周
疾患検診を受けましょう。

●歯周疾患検診の医療機関(右ページに続く)
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