
株式会社サイネックスによる編集記事ページです

このページは有料広告ページです
歯科MAP歯科MAP池田市

中部
エリア かかりつけ歯科医を持ちましょう

歯周病予防診断チェック

ひとつでも心当たりがある
場合は、早めに歯科検診を！

□ 歯に歯垢がたまっていないか？
□ 歯ぐきが赤く充血し、腫れていないか？
□ 歯を磨いたときに出血しないか？
□ 歯ぐきがむずがゆい感じがしないか？
□ 口の中が嫌なにおい（口臭）がしないか？
□ 歯ぐきを押すと臭い膿みが出ないか？
□ 食べ物がよく歯にはさまらないか？

□ 水を飲むと歯や歯ぐきにしみないか？
□ 朝起きたときに、口の中がねばついていないか？
□ 歯が少しぐらぐらしないか？
□ 歯ぐきが腫れ、痛まないか？
□ 歯がグラついて、ものが噛みきれないことはな

いか？
□ 歯が長く見えるようになっていないか？

歯周病は自覚症状が少ないだけに、早期
発見が大切です。自覚症状があれば早
めに歯医者に行き、歯垢や歯石を除去し
てもらいましょう。そのときに正しいブ
ラッシング方法の指導を受け、半年に一
度か年に一度の割合で、定期的にチェッ
クしてもらうといいでしょう。

歯周病予防

歯周病のかかりはじめを
見逃さない！

しっかり予防！

歯周病を予防するには、丁寧な歯磨きで
歯垢を除去し、歯ぐきをブラッシングする
ことが基本です。ブラッシングすることで
血液とリンパ液の流れがよくなり、自然治
癒力が高まるため、初期の歯周病なら
数ヶ月間毎日しっかりブラッシングすれば
歯ぐきは回復します。

歯磨きと歯ぐき
ブラッシングが基本

しっかり予防！
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株式会社サイネックスによる編集記事ページです

このページは有料広告ページです

南部
エリア 歯科MAP歯科MAP池田市 かかりつけ歯科医を持ちましょう

現代の食生活は虫歯や歯周病を増やし
ただけでなく、思考力や集中力、生活習
慣病などにも影響を及ぼしているとい
う説があります。
今恐れられている歯周病の主な原因は
生活習慣です。偏った食生活や夜行性、
喫煙、過度の飲酒など生活習慣の乱れ
と歯磨き習慣の乱れは表裏一体。また、
糖尿病、ホルモン変調、心身症なども歯
周病の原因といえますので、それぞれの
専門医にも相談してください。
歯はその人の一生にかかわってきます。
だから年齢の「齢」は「歯」なのです。歯と
健康をトータルに考えるためには、信頼
できる“歯の主治医”をもちたいもので
すね。

歯の健康維持の為
歯科の主治医をもとう

歯と健康をトータ
ルに考えるために
“歯の主治医 ”を
もちましょう

食べ物をよく噛むことも大
切です。よく噛んで食べると歯の細菌は
落とされ、唾液がたくさん出て食べカス
も洗い流されるという自浄作用が働くほ
か、歯とあごの骨も丈夫になるからです。
やわらかいものばかりでなく、固いもの
もしっかり噛んで食べましょう。また喫煙
も歯周病を悪化させる要素。喫煙する人
は、できるだけ禁煙したほうがいいで
しょう。

歯周病予防

しっかり噛む、禁煙する しっかり予防！
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事業のご案内

池 田 市 歯 科 医 師 会池 田 市 歯 科 医 師 会
〒563-0024 池田市鉢塚1丁目2番1号　　072・751・1114

（令和2年7月現在）市外局番は  072  です池田市歯科医師会 池田市の身近な歯医者さん

ぜひ池田市医師会のホームページへ

歯の健康のために
日頃から心がけよう

しっかり予防！

歯周病は日頃の
予 防と、早 期 発
見・早 期 治 療 が
肝心です。

以下は有料広告です

診療事業 検診事業

予防事業

その他の事業

啓発事業

●在宅寝たきり老人等訪問歯科健康診査事業

●身体障がい者（児）診療事業

●休日歯科診療事業

●成人歯科検診

●幼児歯科健診

●学校歯科検診

●身体障がい者（児）歯科検診
●池田市民健康フォーラム

●お口の健康教室

●両親教室「マタニティクラス」

●予防歯科室 （よい歯の教室、幼児のフッ素塗布）

　寝たきり老人等の口腔機能の回復を図ることによっ
て、健康の維持、回復および寝たきり状態や認知症の進
行防止、並びに介護負担の軽減に資することを目的とし、
歯科健診・口腔衛生指導を行います。

　成人期における歯科疾病の早期発見によって、早期
治療を促し、市民の健康増進に寄与します。

　健康の意識を高め、健康管理のために、保健・医療関
係団体などが集結し、幅広い分野の健康情報を一度に
広く市民に啓発します。

妊娠中の方およびその配偶者を対象に、妊娠・出産・
育児および歯科保健に関する知識・情報を普及します。

●禁煙推進ネットワーク
　市・教育委員会・保健所・医歯薬3師会で作るネット
ワークの事務局を務め、タバコの害から市民の健康を守
る活動を牽引しています。

　学校保健法第二章に基づき、児童・生徒・学生・幼児の成
長発育を把握し保健指導に役立てるため、また疾病の早期
発見・早期治療及び予防のために、毎年定期的に行います。

　歯科検診及びブラッシング指導を障がい者（児）に行
なうことにより歯の健康管理を推進します。

　1歳6か月児健康診査・2歳6か月児歯科健康診査・3歳
6か月児健康診査において歯科健診を行います。

障がいがあるため通常の歯科受診が困難な人が、適切
かつ円滑に歯科診療が受けられるよう支援します。

　市内の一般歯科医療機関が診療を行なっていない日
曜・祝日等の急な歯科疾患を、池田市立休日急病診療所
において対応します。

　就学前児童のう蝕（むし歯）予防のため、登録制で誕
生月とその半年後の年2回、定期的に歯科検診、ブラッシ
ング、フロッシング、フッ素塗布を行います。

●いけてるキャンパス

●池田市在宅歯科ケアステーション
通院困難な方への歯科相談および口腔ケア等を

行います。

http://www.ikedashi.jp/

医療機関名 電話番号 所在地

赤澤歯科医院 751・1167 呉服町 1-1-204　サンシティ池田 2F

旭ヶ丘ホリクリニック歯科 762・9888 旭丘 2-10-2

アゼリアデンタルクリニック 763・4618 天神 1-9-6　エルドベール 1F

粟田歯科医院 753・8925 伏尾台 3-4-1　伏尾台センター 203

アールデンタルクリニック 736・9324 菅原町 2-6　エイコービル1F

池田歯科医院 752・6404 神田 1-17-13　高木マンション 1F

市立池田病院 751・2881 城南 3-1-18

石井歯科医院 760・4618 石橋 3-6-1　ヴィラリーセント 101

いずみ歯科医院 750・3939 呉服町 9-21　ハイツタムラ 1F

イノウエ矯正歯科 763・0727 石橋 2-16-2

井村歯科 751・3298 栄町 2-1　阪急ビル 3F

うしむら歯科クリニック 750・0707 城南 3-1-8 　NDS イケダ（北棟 1F）

おうご歯科 751・3657 栄本町 5-22

大内歯科医院 761・1535 鉢塚 3-1-1

おおやま歯科 754・4618 栄町 3-3 　KM ビル 1F

大西歯科・口腔外科 753・2100 城南 2-3-6

岡崎歯科 761・8678 石橋 1-8-4

小沢歯科医院 762・3532 井口堂 1-9-26 　アーユス井口堂 2F

加藤歯科 762・0080 石橋 1-4-4 　石橋壱番館 2F

亀山歯科医院 751・0419 五月丘 1-10-50

河合歯科 754・2220 呉服町 5-19

北原歯科医院 761・3663 石橋 2-2-13

キッタカ歯科医院 751・2281 栄町 10-3

木平歯科医院 751・2172 満寿美町 3-2　木平ビル 3F

桑田歯科 761・2171 石橋 3-1-3　シャルマン 1F

こいし歯科 751・2038 栄本町 9-2-A

こいし・こども矯正歯科 734・7809 呉服町 1-1 サンシティ池田3F

近藤歯科医院 761・8586 鉢塚 3-10-13

佐々木歯科医院 761・7611 石橋 2-4-3 　IMD ビル 4F

さわざき歯科 753・0432 呉服町 3-21-2F

篠原歯科医院 753・9264 呉服町 1-1-303　サンシティ池田 3F

清水歯科クリニック 763・1158 井口堂 1-6-30

すぎやま歯科クリニック 737・8267 満寿美町 12-9

田川歯科クリニック 737・7891 呉服町 6-6

医療機関名 電話番号 所在地

たつみ歯科医院 753・9122 畑 1-6-25　松風ビル 2F

たにぐち歯科口腔外科 760・0522 鉢塚 1-6-25

中條歯科医院 762・2730 旭丘 1-1-2

とくだ歯科医院 748・4182 西本町 1-18-1F

冨田歯科医院 753・8148 城南 2-1-6　三杉ビル 2F

長嶋歯科医院 751・4125 菅原町 2-4　藤川ビル 2F

中西歯科クリニック 763・1182 石橋 1-9-1　宮下ビル 1F

西山歯科医院 762・5075 井口堂3-3-1
藤和シティーホームズ池田井口堂1F

延原歯科医院 761・8458 石橋 1-12-2

浜村歯科口腔外科クリニック 754・6800 菅原町 6-11　エクセレント前川 2F

752・6556 満寿美町 1-12-103

正木歯科医院

樋口歯科

761・7196 井口堂 2-5-24

マリー歯科医院 750・3339 渋谷 1-3-21-101

まるおか歯科クリニック 762・6480 石橋 2-16-14

みと歯科 752・9450 五月丘 1-7-1　五月丘団地

みの歯科医院 768・6333 旭丘 1-11-18

美馬歯科 761・6485 天神 1-6-22　ポンテ・ロッソ 2F

村尾歯科 753・2688 菅原町 11-4

望月歯科 751・8211 神田 1-22-8　
山川ハイツ・サウスサイド 1F

森歯科医院 761・1554 石橋 1-11-14

矢追歯科 762・5026 石橋 2-14-7

山片矯正歯科 754・1091 室町 1-10 ふか喜ビル2F・3F

山本歯科 751・6886 菅原町 11-1 ガーデン叶 2F

吉野歯科医院 752・4341 渋谷 2-5-15

池田歯科医院 738・6664 豊能町新光風台 2-10-1

おおたわ歯科 733・2626 豊能町光風台 2-20-6

小原歯科クリニック 738・8217 豊能町東ときわ台 9-1-3

加藤歯科医院 738・4011 豊能町光風台 5-320-78

北川歯科医院 738・3307 豊能町東ときわ台 7-1-9

豊能町国保診療所 739・0004 豊能町余野 61-1

氷見歯科医院 738・0101 豊能町光風台 1-5-6

ゆかりデンタルクリニック 738・0171 豊能町ときわ台 1-11-13

和田歯科医院 732・2005 豊能町希望ヶ丘 5-2-6
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発見・早期治療及び予防のために、毎年定期的に行います。

　歯科検診及びブラッシング指導を障がい者（児）に行
なうことにより歯の健康管理を推進します。

　1歳6か月児健康診査・2歳6か月児歯科健康診査・3歳
6か月児健康診査において歯科健診を行います。

障がいがあるため通常の歯科受診が困難な人が、適切
かつ円滑に歯科診療が受けられるよう支援します。

　市内の一般歯科医療機関が診療を行なっていない日
曜・祝日等の急な歯科疾患を、池田市立休日急病診療所
において対応します。

　就学前児童のう蝕（むし歯）予防のため、登録制で誕
生月とその半年後の年2回、定期的に歯科検診、ブラッシ
ング、フロッシング、フッ素塗布を行います。

●いけてるキャンパス

●池田市在宅歯科ケアステーション
通院困難な方への歯科相談および口腔ケア等を

行います。

http://www.ikedashi.jp/

医療機関名 電話番号 所在地

赤澤歯科医院 751・1167 呉服町 1-1-204　サンシティ池田 2F

旭ヶ丘ホリクリニック歯科 762・9888 旭丘 2-10-2

アゼリアデンタルクリニック 763・4618 天神 1-9-6　エルドベール 1F

粟田歯科医院 753・8925 伏尾台 3-4-1　伏尾台センター 203

アールデンタルクリニック 736・9324 菅原町 2-6　エイコービル1F

池田歯科医院 752・6404 神田 1-17-13　高木マンション 1F

市立池田病院 751・2881 城南 3-1-18

石井歯科医院 760・4618 石橋 3-6-1　ヴィラリーセント 101

いずみ歯科医院 750・3939 呉服町 9-21　ハイツタムラ 1F

イノウエ矯正歯科 763・0727 石橋 2-16-2

井村歯科 751・3298 栄町 2-1　阪急ビル 3F

うしむら歯科クリニック 750・0707 城南 3-1-8 　NDS イケダ（北棟 1F）

おうご歯科 751・3657 栄本町 5-22

大内歯科医院 761・1535 鉢塚 3-1-1

おおやま歯科 754・4618 栄町 3-3 　KM ビル 1F

大西歯科・口腔外科 753・2100 城南 2-3-6

岡崎歯科 761・8678 石橋 1-8-4

小沢歯科医院 762・3532 井口堂 1-9-26 　アーユス井口堂 2F

加藤歯科 762・0080 石橋 1-4-4 　石橋壱番館 2F

亀山歯科医院 751・0419 五月丘 1-10-50

河合歯科 754・2220 呉服町 5-19

北原歯科医院 761・3663 石橋 2-2-13

キッタカ歯科医院 751・2281 栄町 10-3

木平歯科医院 751・2172 満寿美町 3-2　木平ビル 3F

桑田歯科 761・2171 石橋 3-1-3　シャルマン 1F

こいし歯科 751・2038 栄本町 9-2-A

こいし・こども矯正歯科 734・7809 呉服町 1-1 サンシティ池田3F

近藤歯科医院 761・8586 鉢塚 3-10-13

佐々木歯科医院 761・7611 石橋 2-4-3 　IMD ビル 4F

さわざき歯科 753・0432 呉服町 3-21-2F

篠原歯科医院 753・9264 呉服町 1-1-303　サンシティ池田 3F

清水歯科クリニック 763・1158 井口堂 1-6-30

すぎやま歯科クリニック 737・8267 満寿美町 12-9

田川歯科クリニック 737・7891 呉服町 6-6

医療機関名 電話番号 所在地

たつみ歯科医院 753・9122 畑 1-6-25　松風ビル 2F

たにぐち歯科口腔外科 760・0522 鉢塚 1-6-25

中條歯科医院 762・2730 旭丘 1-1-2

とくだ歯科医院 748・4182 西本町 1-18-1F

冨田歯科医院 753・8148 城南 2-1-6　三杉ビル 2F

長嶋歯科医院 751・4125 菅原町 2-4　藤川ビル 2F

中西歯科クリニック 763・1182 石橋 1-9-1　宮下ビル 1F

西山歯科医院 762・5075 井口堂3-3-1
藤和シティーホームズ池田井口堂1F

延原歯科医院 761・8458 石橋 1-12-2

浜村歯科口腔外科クリニック 754・6800 菅原町 6-11　エクセレント前川 2F

752・6556 満寿美町 1-12-103

正木歯科医院

樋口歯科

761・7196 井口堂 2-5-24

マリー歯科医院 750・3339 渋谷 1-3-21-101

まるおか歯科クリニック 762・6480 石橋 2-16-14

みと歯科 752・9450 五月丘 1-7-1　五月丘団地

みの歯科医院 768・6333 旭丘 1-11-18

美馬歯科 761・6485 天神 1-6-22　ポンテ・ロッソ 2F

村尾歯科 753・2688 菅原町 11-4

望月歯科 751・8211 神田 1-22-8　
山川ハイツ・サウスサイド 1F

森歯科医院 761・1554 石橋 1-11-14

矢追歯科 762・5026 石橋 2-14-7

山片矯正歯科 754・1091 室町 1-10 ふか喜ビル2F・3F

山本歯科 751・6886 菅原町 11-1 ガーデン叶 2F

吉野歯科医院 752・4341 渋谷 2-5-15

池田歯科医院 738・6664 豊能町新光風台 2-10-1

おおたわ歯科 733・2626 豊能町光風台 2-20-6

小原歯科クリニック 738・8217 豊能町東ときわ台 9-1-3

加藤歯科医院 738・4011 豊能町光風台 5-320-78

北川歯科医院 738・3307 豊能町東ときわ台 7-1-9

豊能町国保診療所 739・0004 豊能町余野 61-1

氷見歯科医院 738・0101 豊能町光風台 1-5-6

ゆかりデンタルクリニック 738・0171 豊能町ときわ台 1-11-13

和田歯科医院 732・2005 豊能町希望ヶ丘 5-2-6
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