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「歯科医院へ通院する目的」 

（日本・アメリカ・スウェーデンで比較してみました！） 

 第１位 第２位 第３位 

日 本 むし歯治療 歯石除去 歯科健診 

アメリカ 歯科健診 クリーニング 歯石除去 

スウェーデン 歯科健診 歯石除去 フッ素塗布 

                      

 

 

 

 

 

   

２）佐世保市民で妊娠中の方と産後１年未満の方 
※２０歳未満の妊婦・産婦の方も無料で健診が受診できます！！ 

【受診方法】直接、受診を希望される登録歯科医院へ電話下さい。 

  ※受診の際は、母子健康手帳と母子健康手帳（別冊）をご持参下さい。 

    ※おひとり年 1回のご利用となります。 

【費  用】自己負担金：無料 

※別冊の無料受診券を切り離さずに歯科医院の窓口へ提出して下さい。 

★【場所】と【健診内容】は、上の「１）１８歳以上の方」と同じです。 

１）１８歳以上の佐世保市民の方（１８歳・１９歳（高校生を除く）の方） 

 【場   所】歯科登録医一覧（裏面）からお選び下さい。 

【受診方法】直接、受診を希望される登録歯科医院へ電話下さい。 

  ※受診の際は、「佐世保市の歯科健診受診希望」と伝えて下さい。 

  ※おひとり年１回のご利用となります。 

 【費  用】自己負担金：５００円（高校生を除く１８歳・１９歳の方は無料） 

 【健診内容】口腔内診査（現在の歯の状況、歯周病の状況、顎や粘膜の状況など） 

（※なお、同日治療はできません） 

≪８０歳以上の方≫ ８０歳以上の方で、ご自身の歯を２０本以上（重度のむし歯を除く） 

          持っている方は「８０２０認定証」を郵送します。 

          ※健診の際、認定証発行について同意が必要です。 

 

 

 

 

国別に見ると、通院目的は、日本は「治療」、欧米では「予防」が

多いようです。これからは「予防」として歯科医院へ行くように

して、いつまでもおいしい食事と楽しい会話で生涯つづく健口

（けんこう）生活を目指していきましょう。 

（ライオン株式会社 予防歯科 意識調査結果より） 
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歯科医療機関名 町 電話 歯科医療機関名 町 電話 歯科医療機関名 町 電話

鹿町歯科診療所 鹿町 77-4011 はらだDental Care Clinic 折橋 76-8127 佛坂歯科医院 潮見 31-5921

棚橋歯科 鹿町 66-2566 梅津歯科医院 城山 24-0666 のうとみ歯科医院 大宮 27-8881

川上歯科医院 江迎 65-2028 兵働歯科医院 万徳 25-8135 内田歯科医院 大宮 31-8737

法師山歯科医院 吉井 64-3900 さいくさ歯科 清水 37-1055 山崎歯科医院 稲荷 34-0111

ひさがい歯科医院 柚木 46-1184 歯科タナカ 谷郷 22-4793 ふくち歯科 天神 33-0555

豊村洋歯科医院 小舟 46-1100 まるやま歯科医院 花園 24-2718 ふるかわ歯科こども歯科 白岳 33-2666

あずま歯科医院 瀬戸越2 49-7000 糸山ともこ歯科クリニック 常盤 22-7120 鳥羽歯科医院 大和 34-2218

山口歯科医院 瀬戸越3 40-6480 佐々木歯科医院 栄 23-1765 大串歯科医院 日宇 34-2063

よしむら歯科 瀬戸越 22-7356 徳富歯科医院 栄 22-6479 沖永歯科医院 黒髪 33-5665

神谷歯科診療所 皆瀬 49-7866 麻生歯科医院 高天 22-6347 ほかお歯科医院 黒髪 34-0120

ながた歯科クリニック 竹辺 76-9170 国松歯科医院 光月 22-0433 つばき歯科クリニック 黒髪 31-4602

上田歯科医院 上相浦 29-1211 安西歯科医院 島瀬 24-5581 さざ歯科医院 もみじが丘 34-0808

なんり歯科医院 相浦 47-2447 橘川デンタルクリニック 島瀬 22-7881 山下歯科医院 大岳台 34-0439

たたみや歯科 大潟 48-5655 アキラデンタルオフィス 島瀬 22-7980 吉田歯科 勝海 39-1188

林歯科医院 椎木 48-4832 マツナガ歯科 本島 23-8211 長富歯科医院 早岐2 38-2460

ちぎた歯科医院 日野 28-3322 犬塚歯科診療所 上京 22-7006 きたお歯科クリニック 早岐2 38-5630

松添歯科医院 日野 28-2423 のもと歯科医院 下京 22-6919 わたなべ歯科 早岐1 38-2003

宮島歯科医院 赤崎 28-2285 平川歯科医院 下京 22-8820 いずみ歯科 早岐1 38-3311

土井添内科・歯科クリニック 船越 28-0124 つつい歯科医院 三浦 23-6000 とよむら歯科医院 早岐1 38-3121

やまだ歯科 御船 23-5690 なかがわ歯科医院 白南風 29-0170 本田歯科医院 早苗 38-2923

森永歯科医院 比良 23-8811 村岡ゆき歯科クリニック 白南風 33-3255 迎歯科クリニック 早苗 39-4488

江頭歯科 木場田 25-3333 田中けん歯科 戸尾 25-0048 ななくま歯科医院 花高3 39-2151

オオツ歯科クリニック 木場田 76-7882 蒲地歯科医院 戸尾 25-8693 かわはら歯科 権常寺1 38-9570

岡歯科医院 高砂 22-6959 ひらの歯科小児歯科 山祗 20-8241 あさい歯科クリニック 有福 56-3771

やまさき歯科医院 相生 25-0648 松本浩歯科医院 須田尾 34-5336 岩屋歯科医院 広田 38-9196

あじさい歯科クリニック 園田 23-5849 泉歯科 若葉 33-2955 はちや歯科 広田1 38-8839

藤瀬歯科医院 上 22-3332 太田歯科診療所 若葉 31-0914 芥川歯科医院 広田3 39-3468

丸山朋彦歯科医院 梅田 24-0088 長富歯科医院 若葉 31-4530 村上歯科医院 広田3 39-2288

豊村歯科 俵町 22-7050 たなか歯科医院 若葉 31-6131 歯科やまもとデンタルクリニック 長畑 20-4770

朝村歯科 宮田 25-8866 むかい歯科医院 若葉 33-1168

佐世保市成人歯科健診を受診できる歯科医療機関

◆◇ お問い合せ先 ◇◆
佐世保市保健福祉部 健康づくり課
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