
市町村 歯科医院名 住所 電話番号

青森市 秋元歯科医院 青森市浪館前田4-9-3 017-766-7000

青森市 石江ミナトヤ歯科医院 青森市富田1-13-18 017-781-5888

青森市 大空歯科クリニック 青森市浪館前田4-29-20 017-718-4511

青森市 おきだて歯科クリニック 青森市沖館5-20-11 017-766-2322

青森市 奥野ミナトヤ歯科医院 青森市桂木4-4-10 017-723-3077

青森市 かわさき歯科医院 青森市造道3-24-2 017-743-1008

青森市 熊谷歯科医院 青森市堤町2-21-1 017-734-0686

青森市 後藤歯科医院 青森市篠田1-25-8 017-781-3130

青森市 桜田歯科医院 青森市野尻字今田11 017-738-7511

青森市 佐藤歯科医院 青森市久須志3-2-13 017-774-3223

青森市 新城ミナトヤ歯科医院 青森市新城字山田11-1 017-788-8148

青森市 たかや歯科クリニック 青森市浜田2-15-18 017-729-8110

青森市 のぎわデンタルクリニック 青森市羽白字沢田300-4 017-788-4182

青森市 はなぞの歯科クリニック 青森市花園2-5-11 017-762-7651

青森市 藤川歯科医院 青森市橋本2-12-1 017-722-7819

青森市 ふじもと歯科医院 青森市大字荒川字柴田15-2 017-762-2030

青森市 布施歯科医院 青森市浪打1-15-2 017-742-8470

青森市 船越歯科医院 青森市栄町2-8-18 017-743-0321

青森市 フラワー歯科医院 青森市緑3-4-21 017-723-8898

青森市 堀内歯科医院 青森市中央1-27-1 017-734-1707

青森市 まつもと歯科医院 青森市中佃1-17-7 017-741-6480

青森市 三浦歯科医院 青森市はまなす2-18-16 017-726-4618

青森市 ミドリデンタルクリニック 青森市緑2-13-14 017-777-3232

青森市 ミント歯科クリニック 青森市東大野1-6-10 017-739-9755

青森市 むつ歯科医院 青森市金沢3-11-15 017-777-1840

青森市 むらた歯科医院 青森市岡造道2-3-18 017-741-8880

青森市 やまうち歯科医院 青森市大野字前田74-93 017-729-0788

青森市 山口歯科医院 青森市本町5-4-2　小関ビル2Ｆ 017-777-6887

青森市 よこうち歯科 青森市羽白字富田331-1 017-763-2121

弘前市 赤石歯科医院 弘前市上瓦ヶ町17-2 0172-33-4181

弘前市 あまない歯科医院 弘前市神田1-8-3 0172-88-6400

弘前市 遠藤歯科 弘前市代官町75-1 0172-36-5560

弘前市 大手門歯科 弘前市元大工町50-5 0172-33-6030

弘前市 菊地歯科医院 弘前市中野1-11-6 0172-32-7257

弘前市 工藤歯科医院 弘前市石川字家岸10-6 0172-92-2330

弘前市 くりの木デンタルクリニック 弘前市新町89-1 0172-88-7676

弘前市 小泉歯科医院 弘前市大字高屋字本宮480-4 0172-82-3232

弘前市 さくらデンタルクリニック 弘前市城東北3-5-12 0172-26-1188

弘前市 笹村歯科医院 弘前市城東中央4-3-31 0172-28-0797

要介護者等への訪問歯科診療（往診）を行っている歯科医院

―　歯科医院により受け入れ態勢が異なりますので、事前に歯科医院へお問合せ下さい　―
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弘前市 スクエア歯科 弘前市富田3-10-21 0172-39-4180

弘前市 たかち歯科・小児歯科医院 弘前市向外瀬4-14-1 0172-37-5533

弘前市 なかむら歯科医院 弘前市末広4-2-3 0172-26-0388

弘前市 中畑歯科診療所 弘前市山道町14-3 0172-32-6650

弘前市 鳴海デンタルクリニック 弘前市城東中央3-10-13 0172-26-2301

弘前市 野村歯科医院 弘前市西川岸町1 0172-32-8695

弘前市 波多野歯科 弘前市徳田町5 0172-32-2861

弘前市 ふじた歯科医院 弘前市石渡4-13-3 0172-37-3118

弘前市 ミカミ歯科 弘前市駅前1-1-5 0172-33-5400

弘前市 めぐみ歯科医院 弘前市城東2-1-13 0172-28-3202

弘前市 やまざき歯科医院 弘前市大清水4-10-10 0172-39-6666

弘前市 渡辺歯科医院 弘前市茂森町42-1 0172-32-5800

八戸市 医療法人あおもりデンタルケア 八戸市売市4-5-19 0178-22-5858

八戸市 石亀歯科まさる矯正歯科 八戸市二十三日町7 0178-45-6029

八戸市 伊藤歯科医院 八戸市青葉3-6-13 0178-46-1465

八戸市 遠藤歯科医院 八戸市新井田字水溜4-4 0178-35-5007

八戸市 大里歯科医院 八戸市長横町16 0178-22-0310

八戸市 お歯科 八戸市尻内町字直田73 0178-70-7345

八戸市 柏崎歯科医院 八戸市下長4-5-19 0178-28-8148

八戸市 こなかの歯科よしだ 八戸市小中野4-8-12 0178-72-4182

八戸市 是川歯科クリニック 八戸市是川4-目4-1 0178-96-6667

八戸市 渋田歯科クリニック 八戸市大久保字沢目13-5 0178-31-6480

八戸市 滝沢・北村歯科医院 八戸市売市2-1-6 0178-47-3588

八戸市 中村歯科医院 八戸市小中野2-1-9 0178-22-1759

八戸市 中村歯科クリニック 八戸市根城2-13-12 0178-41-1231

八戸市 成田歯科医院 八戸市売市2-12-12 0178-45-1180

八戸市 根城歯科クリニック 八戸市根城3-23-16 0178-47-5607

八戸市 根城よしだ歯科 八戸市根城9-4-7 0178-43-0517

八戸市 白山台歯科医院 八戸市北白山台3-4-17 0178-70-2003

八戸市 はたやま歯科医院 八戸市吹上6-5-1 0178-96-1331

八戸市 畑山歯科クリニック 八戸市長者1-1-6 0178-46-1530

八戸市 古川歯科医院 八戸市小中野5-11-3 0178-22-2882

八戸市 フルダテ歯科 八戸市内丸3-9-9 0178-45-1088

八戸市 松川歯科 八戸市本徒士町8-6 0178-22-9486

八戸市南郷 あこう歯科医院 八戸市南郷字市野沢33-1 0178-82-2525

八戸市南郷 国民健康保険南郷診療所 八戸市南郷島守字梨子ノ久保25-3 0178-82-2211

黒石市 アップル歯科医院 黒石市東新町一丁目6 0172-52-7070

黒石市 あぼ歯科クリニック 黒石市北美町1-58 0172-53-5550

黒石市 くどう歯科医院 黒石市内町8番地5 0172-59-2130
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黒石市 こだま歯科医院 黒石市追子野木1-247-39 0172-53-6874

黒石市 清藤歯科医院 黒石市前町23-2 0172-52-2303

黒石市 中村歯科診療所 黒石市大板町11-1 0172-52-3573

五所川原市 エルム歯科小児歯科 五所川原市中央1-68 0173-38-3131

五所川原市 工藤歯科医院 五所川原市大町37-5 0173-34-8883

五所川原市 黒部歯科クリニック 五所川原市広田字榊森54-65 0173-33-3939

五所川原市 高満歯科医院 五所川原市川端町3-6 0173-34-2468

五所川原市 田附歯科医院 五所川原市寺町16 0173-34-3082

十和田市 浅原歯科医院 十和田市西3-15-37 0176-23-4184

十和田市 大竹歯科医院 十和田市稲生町3-7 0176-22-7811

十和田市 さつき歯科医院 十和田市東三番町10-81 0176-20-1817

十和田市 大学通り歯科医院 十和田市東十二番町12-41 0176-25-2882

十和田市 医療法人 高屋歯科医院 十和田市稲生町23-10 0176-23-8241

十和田市 藤坂歯科診療所 十和田市相坂字小林115-3 0176-25-2411

十和田市 ポプラ歯科医院 十和田市西二十二番町27-19 0176-25-8148

十和田市 村上歯科クリニック 十和田市東二十三番町1-5 0176-25-6606

三沢市 石要歯科 三沢市本町2-81-2 0176-57-4500

三沢市 医療法人愛歯会　黒田歯科医院 三沢市幸町1-2-23 0176-53-2650

三沢市 医療法人 第二黒田歯科診療所 三沢市中央町4-11-39 0176-53-2540

三沢市 山木歯科医院 三沢市松園町3-7-9 0176-57-1518

むつ市 上條ファミリー歯科 むつ市海老川町14-1 0175-22-8288

むつ市 ますだ歯科医院 むつ市大平町43-7 0175-24-2629

つがる市 葛西歯科診療所 つがる市木造清水47 0173-42-2125

つがる市 柏ミナトヤ歯科医院 つがる市柏稲盛幾世41 0173-25-2481

つがる市 清藤歯科 つがる市木造清水22 0173-42-4182

つがる市 平田歯科診療所 つがる市木造増田22-15 0173-42-3269

つがる市 福士歯科医院 つがる市木造千代町27-2 0173-42-3316

平川市 工藤歯科医院 平川市柏木町藤山11-6 0172-44-6123

平川市 さとう歯科クリニック 平川市南田中北林元37-1 0172-57-5888

平川市 すぎた歯科 平川市中佐渡南田18-16 0172-57-5757

平内町 平内歯科クリニック 東郡平内町小湊字小湊131-1 017-755-4182

平内町 平内ミナトヤ歯科医院 東郡平内町小湊字後萢2-11 017-755-5353

鰺ヶ沢町 かねこ歯科医院 西郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字下富田56-12 0173-72-8602

藤崎町 あしだ歯科医院 南郡藤崎町西豊田1-12-9 0172-75-6480

藤崎町 ときわさとう歯科医院 南郡藤崎町榊字亀田9-24 0172-65-4060

大鰐町 デンタルクリニック～さとう 南郡大鰐町大鰐字前田33-2 0172-49-1155

板柳町 工藤八歯科医院 北郡板柳町板柳字土井108-2 0172-72-1172

板柳町 久米田歯科 北郡板柳町五林平字三宅11-1 0172-77-3230

板柳町 久米田歯科矯正歯科医院 北郡板柳町福野田字実田84-2 0172-73-4488
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鶴田町 中田歯科医院 北郡鶴田町鶴田字早瀬182-5 0173-22-5577

中泊町 今歯科医院 北郡中泊町中里字紅葉坂48-2 0173-57-2117

野辺地町 近藤医院歯科 上北郡野辺地町字野辺地1-42 0175-64-2645

野辺地町 のさか歯科医院 上北郡野辺地町字野辺地279-1 0175-64-8241

七戸町 石田歯科医院 上北郡七戸町字七戸201 0176-62-4959

七戸町 小川歯科 上北郡七戸町字七戸324-5 0176-58-6480

七戸町 高田歯科医院 上北郡七戸町字笊田13-2 0176-62-4182

六戸町 医療法人奥寺歯科医院 上北郡六戸町犬落瀬字若宮2-3 0176-55-3456

東北町 かみきたデンタルクリニック 上北郡東北町旭北1-31-90 0176-56-4681

東北町 工藤医院　歯科 上北郡東北町旭南1-31-804 0176-56-2229

おいらせ町 医療法人木村歯科医院 上北郡おいらせ町下明堂1-8 0178-52-7707

おいらせ町 昆歯科医院 上北郡おいらせ町字上明堂82 0178-52-5611

三戸町 北村歯科医院 三戸郡三戸町川守田沖中3-2 0179-22-0320

三戸町 松尾歯科医院 三戸郡三戸町八日町53-2 0179-22-2963

五戸町 小村歯科医院 三戸郡五戸町字熊ノ沢25-13 0178-62-5121

五戸町 田嶋歯科医院 三戸郡五戸町下モ沢向21-66 0178-62-6209

五戸町 ふなこし歯科医院 三戸郡五戸町大字上市川字高田8-1 0178-68-3530

田子町 石亀歯科医院 三戸郡田子町田子字田子34-1 0179-32-2264

南部町 稲村歯科医院 三戸郡南部町大字下名久井字如来堂6-10 0178-76-1717
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