お口の状態を整えて、入院・治療をしましょう！
手術の前になぜ歯科医院を
受診するの？
歯科医院を受診することで、入院
中のトラブルを減らすことが出来る
からです。
全身麻酔の手術における合併症・偶発症の
うち、“歯が欠ける、抜ける”“肺炎”は、入院お
よび手術の前に、歯科医院を受診することで
予防することができます。

まずは、お口のチェック
入院中に痛くなりそうなむし歯や歯ぐき、
ま
た入れ歯の具合や歯みがきは出来ているかな
どを総合的にチェックします。

グラグラしている前歯はないですか？

肺炎や口内炎の予防として、歯垢（プラー

ク）
と呼ばれる汚れが付いています。歯垢（プ

ク）
や歯石を除去し、
口腔内環境を整えます。

ラーク）
は、
細菌が増殖したものです。

肺に入ると肺炎になりやすく、
また血管に入
ると動脈硬化や、
心筋梗塞などの原因のひとつ
と考えられています。

来るだけ早く受診してください。

□ 入院して手術をすること

磨き残しのある歯の表面には歯垢（プラー

きました。

入院および手術の日程が決まったら、出

欠けそうな歯や

お口の清掃は必ず行います

ろな病気を引き起こすことが明らかになって

かる場合もあります。

歯科医院には、

ありませんか？

がすんでいて、
むし歯や歯周病のほか、
いろい

お口の状態によっては、治療に回数のか

奥歯でしっかり噛めていますか？

取れそうな被せものは

歯垢
（プラーク）
1mgの中には、
約1億の細菌

いつ受診したら良いですか？

問題があれば
入院までの限られた日数で出来ることを詳しく
説明し、
早急に治療します。
特に全身麻酔時に問
題となりそうなグラグラしている歯は固定処置のほ
か、
必要に応じて抜歯を行うこともあります。

□ 病院名
□ 入院予定日
以上のことを必ずお伝えいただき、
事前に
予約の電話を入れてください。
出来るだけ早い日に受診できるよう、
手配
します。

■周術期口腔機能管理受入れ歯科医院

厚木北地区

厚木南地区

依知北地区
依知南地区
睦合北地区

睦合南地区

睦合西地区

荻野地区

会田歯科医院
秋山歯科医院
内田歯科
榎本歯科医院
鍵和田歯科医院
串田歯科医院
厚誠会歯科本厚木
しのはら歯科ｸﾘﾆｯｸ
仁厚会病院
ぜんば歯科クリニック
中倉歯科医院
橋口歯科
本厚木あいたる歯科
本厚木小林歯科医院
水野歯科医院
やながわ歯科
厚木みどり歯科
阿藤歯科医院
岡部歯科医院
歯科なかむら
上杉歯科医院
山際鈴木歯科医院
五味歯科医院
中島歯科医院
きたやま歯科ｸﾘﾆｯｸ
イソップ歯科ｸﾘﾆｯｸ
竹林歯科医院
妻田ナンバ歯科医院
馬場歯科医院
かわい歯科ｸﾘﾆｯｸ
梅田歯科医院
さとう歯科ｸﾘﾆｯｸ
まこと歯科医院
荻野歯科医院
すわ歯科医院
高橋歯科医院
たぐち歯科医院
はすみ歯科ｸﾘﾆｯｸ

☎046- 224-6480
☎046- 224-3388
☎046- 225-3337
☎046- 221-0448
☎046- 221-2163
☎046- 221-3814
☎046- 229-2405
☎046- 221-8631
☎046- 221-3330
☎046- 295-8885
☎046- 221-0071
☎046- 224-7474
☎046- 296-1505
☎046- 221-2114
☎046- 223-2341
☎046- 223-4618
☎046- 229-3010
☎046- 228-3279
☎046- 228-4606
☎046- 228-6800
☎046- 246-1118
☎046- 246-1818
☎046- 245-4588
☎046- 245-7445
☎046- 242-4618
☎046- 295-8822
☎046- 224-2264
☎046- 224-4182
☎046- 223-1622
☎046- 224-8241
☎046- 221-1647
☎046- 297-6480
☎046- 224-0014
☎046- 241-9966
☎046- 291-0045
☎046- 241-8851
☎046- 241-7755
☎046- 265-0084

小鮎地区

南毛利地区

南毛利南地区

南毛利北地区
玉川地区
森の里地区
相川地区

愛川町

清川村

アピ歯科クリニック
飯山しもじま歯科
アツギトレリス歯科
安藤歯科医院
えびすい歯科医院
小原歯科医院
かわの歯科医院
キムラ歯科ｸﾘﾆｯｸ
コシ毛利台歯科
愛甲石田歯科医院
愛甲やまぐち歯科
石黒歯科医院
大澤歯科医院
大山歯科医院
落合歯科医院
辻内歯科ｸﾘﾆｯｸ
みさと歯科
歯科伊藤医院
霜島歯科医院
かつみ歯科医院
栗原歯科
にいろ歯科
森の里歯科医院
そのみ歯科医院
太陽歯科医院
ホワイトﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ
青木歯科医院
桜台歯科医院
なかつ歯科診療所
松本歯科ｸﾘﾆｯｸ
松本歯科半原医院
八木歯科クリニック
横田歯科医院
和田歯科ﾐﾉﾜ診療所
植木歯科医院

☎046- 243-6480
☎046- 242-3106
☎046- 225-8577
☎046- 221-2739
☎046- 223-7338
☎046- 221-1248
☎046- 221-7171
☎046- 224-5018
☎046- 247-5433
☎046- 248-6766
☎046- 247-8110
☎046- 247-5755
☎046- 228-1078
☎046- 228-9153
☎046- 248-0678
☎046- 248-1008
☎046- 248-9100
☎046- 248-1751
☎046- 223-5241
☎046- 250-2622
☎046- 281-9009
☎046- 248-1182
☎046- 248-1116
☎046- 228-8464
☎046- 228-6581
☎046- 229-7171
☎046- 286-4182
☎046- 286-6100
☎046- 286-9990
☎046- 281-6033
☎046- 281-3131
☎046- 281-7887
☎046- 285-6446
☎046- 286-6164
☎046- 288-1117

