
市町村 歯科医院名 住所 電話番号

青森市 一戸歯科矯正歯科医院 青森市中央1丁目28-5 017-734-0696

青森市 Ｓ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ　佐藤歯科 青森市篠田3丁目2-13 017-763-5418

青森市 大澤歯科医院 青森市大字羽白字沢田44-8 017-788-1411

青森市 小川歯科 青森市佃2丁目2-3 017-742-5070

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

青森市 長内歯科医院 青森市本町1丁目7-1 017-776-3404

青森市 かわさき歯科医院 青森市造道3丁目24-2 017-743-1008

青森市 熊谷歯科医院 青森市堤町2丁目21-1 017-734-0686

青森市 今歯科医院 青森市旭町1丁目15-8 017-777-2146

青森市 スマイルの歯科クリニック 青森市沖館4丁目2-47 017-783-3988

青森市 高橋歯科医院 青森市橋本3丁目9-21 017-777-8064

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

青森市 藤川歯科医院 青森市橋本2丁目12-1 017-722-7819

青森市 布施歯科医院 青森市浪打1丁目15-2 017-742-8470

青森市 船越歯科医院 青森市栄町2丁目8-18 017-743-0321

青森市 堀内歯科医院 青森市中央1丁目27-1 017-734-1707

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

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

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

青森市 山田歯科医院 青森市勝田2丁目4-9 017-774-6006

青森市 平井歯科医院 青森市浪岡大字浪岡字若松16-2 0172-62-2685

弘前市 明本歯科医院 弘前市大町3丁目4-9 0172-35-4774

弘前市 駅前歯科クリニック 弘前市駅前1丁目4-2 0172-36-3736

弘前市 大町歯科医院 弘前市大町3丁目10-4 0172-31-7275

弘前市 かなもり歯科 弘前市中野5丁目12-27 0172-89-1550

弘前市 桔梗野歯科 弘前市桔梗野2丁目5-23 0172-35-8177

弘前市 菊池歯科医院 弘前市中野1丁目11-6 0172-32-7257

弘前市 楠美歯科クリニック 弘前市中野2丁目6-21 0172-34-1182

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

弘前市 柴田歯科医院 弘前市賀田1丁目20-2 0172-82-5322

弘前市 関歯科医院 弘前市和泉1丁目4-7 0172-26-2789

弘前市 相馬歯科医院 弘前市富田2丁目9-3 0172-34-6410

弘前市 ソレイユ歯科医院 弘前市新町162-3 0172-39-7303

弘前市 代官町クリニック吉田歯科 弘前市代官町108 0172-38-4142

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

弘前市 なかざわ歯科医院 弘前市北川端町3 0172-35-0601

弘前市 中畑歯科診療所 弘前市山道町14-3 0172-32-6650

弘前市 なかむら歯科医院　 弘前市末広4丁目2-3 0172-26-0388

弘前市 野村歯科医院 弘前市西川岸町1 0172-32-8695

弘前市 松野歯科医院 弘前市上瓦ｹ町5 0172-37-8148

弘前市 松山歯科医院 弘前市富田3丁目1-11 0172-33-2020

弘前市 ミカミ歯科 弘前市駅前1丁目1-5 0172-33-5400

２）介護を必要とする方等への訪問歯科診療（往診）は可能だが、事前に介護度等、在宅歯科
医療連携室へご相談いただく必要がある歯科医院
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弘前市 山口歯科医院 弘前市茂森新町1丁目6-22 0172-32-4182

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

弘前市 和徳歯科医院 弘前市和徳町24-1 0172-32-2606

黒石市 あぼ歯科クリニック 黒石市北美町1丁目58 0172-53-5550

黒石市 清藤歯科医院 黒石市前町23-2 0172-52-2303

平川市 工藤歯科医院 平川市柏木町藤山11-6 0172-44-6123

藤崎町 あしだ歯科医院 南津軽郡藤崎町西豊田1丁目12-9 0172-75-6480

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

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

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

八戸市 いしおかデンタルクリニック 八戸市三日町24　石岡商事ビル 0178-20-0582

八戸市 石亀歯科まさる矯正歯科 八戸市廿三日町7 0178-45-6029

八戸市 伊藤歯科医院 八戸市青葉3丁目6-13 0178-46-1465

八戸市 くぼた歯科医院 八戸市沼館3丁目3-3 0178-45-8143

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

八戸市 こんどうファミリー歯科 八戸市鮫町小長根12-1 0178-33-5555

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 白井歯科医院 八戸市小中野8丁目9-17 0178-22-0833

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

八戸市 だいすけ歯科 八戸市湊高台4丁目12-14 0178-32-4682

八戸市 滝沢北村歯科医院 八戸市売市2丁目1-6 0178-47-3588

八戸市 谷地歯科医院 八戸市柏崎1丁目10-44　ロイヤルマンション柏崎103 0178-44-1529

八戸市 たものき歯科医院 八戸市田面木字上田面木20-43 0178-27-9219

八戸市 夏堀デンタルクリニック 八戸市城下1丁目15-28 0178-44-3737

八戸市 成田歯科医院 八戸市売市2丁目12-12 0178-45-1180

八戸市 ハーモニー歯科医院 八戸市南類家5丁目8-12 0178-73-6250

八戸市 はこいし歯科医院 八戸市売市3丁目2-16 0178-45-8115

八戸市 畑山歯科クリニック 八戸市根城2丁目2-5 0178-45-1333

八戸市 ほりべ歯科クリニック 八戸市根城6丁目3-12 0178-47-7007

八戸市 松川歯科 八戸市本徒士町8-6 0178-22-9486

八戸市 松舘歯科医院 八戸市新井田西3丁目18-10 0178-25-0814

八戸市 丸谷歯科医院 八戸市湊町字久保44-26 0178-34-3355

八戸市 高橋歯科クリニック 八戸市白銀町字三島上20-4 0178-31-1217

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 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

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

南部町 中村歯科医院 三戸郡南部町剣吉字桜場1-4 0178-75-0611

五所川原市 田附歯科医院 五所川原市寺町16 0173-34-3082

五所川原市 津島歯科 五所川原市大町9 0173-34-2050

五所川原市 中嶋歯科医院 五所川原市字雛田32 0173-34-3366

五所川原市 成田歯科診療所 五所川原市旭町27-4 0173-34-2343

つがる市 葛西歯科診療所 つがる市木造清水47 0173-42-2125
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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

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

十和田市 大友歯科医院 十和田市稲生町20-34 0176-25-6000

十和田市 佐々木歯科クリニック 十和田市西二番町3-25 0176-24-3355

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 第二渡辺歯科 十和田市奥瀬字小沢口95-1 0176-72-2336

十和田市 十和田歯科 十和田市東三番町4-15 0176-22-5120

十和田市 ふくい歯科クリニック 十和田市東二番町8-15 0176-21-1182

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

三沢市 あしはらデンタルクリニック 三沢市東町1丁目12-1 0176-51-4777

三沢市 石要歯科 三沢市本町2丁目81-2 0176-57-4500

三沢市 つきだて歯科診療室 三沢市美野原2丁目22-1 0176-51-6375

三沢市 富田歯科医院 三沢市松園町2丁目1-46 0176-51-8688

野辺地町 鈴晃歯科医院 上北郡野辺地町字野辺地28-4 0175-64-8108

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丁目31-90 0176-56-4681

むつ市 松木歯科医院 むつ市大湊浜町5-23 0175-24-2515

むつ市 みどりがおか歯科クリニック むつ市緑ヶ丘6-12 0175-34-1430
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