
2019.11.1現在

市町村 歯科医院名 住所 電話番号

青森市 阿部歯科医院 青森市栄町2丁目2-18 017-741-6266

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

青森市 いちかわ歯科クリニック 青森市里見1丁目13-33 017-761-1107

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 奥野ミナトヤ歯科医院 青森市桂木4丁目4-10 017-723-3077

青森市 さとう歯科 青森市久須志三丁目2-13 017-774-3223

青森市 三和会歯科クリニック 青森市三内字稲元122-2 017-766-1231

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 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 西巻デンタルオフィス青森 青森市長島1丁目6-6　クロスタワー ア・ベイ3階 017-721-6166

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 三浦歯科医院 青森市はまなす2丁目18-16 017-726-4618

青森市 ミドリデンタルクリニック 青森市緑2丁目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 渡辺歯科クリニック 青森市大野前田67-31 017-764-6474

青森市浪岡 赤川斎藤歯科医院 青森市浪岡大字浪岡字平野26-4 0172-62-8600

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 オリオン歯科クリニック 弘前市元寺町35 0172-33-0418

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 小泉歯科医院 弘前市高屋字本宮480-4 0172-82-3232

弘前市 笹村歯科医院 弘前市城東中央4丁目3-31 0172-28-0797

弘前市 杉山歯科クリニック 弘前市泉野2丁目18-6 0172-55-0811

弘前市 スクエア歯科 弘前市富田3丁目10-21 0172-39-4180

弘前市 関歯科医院 弘前市和泉1丁目4-7 0172-26-2789

弘前市 ソレイユ歯科医院 弘前市新町162-3 0172-39-7303

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 中畑歯科診療所 弘前市山道町14-3 0172-32-6650

弘前市 野村歯科医院 弘前市西川岸町1 0172-32-8695

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

弘前市 やまざき歯科医院 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

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 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丁目5-19 0178-28-8148

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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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 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 中村歯科医院 八戸市小中野2丁目1-9 0178-22-1759

八戸市 はたやま歯科医院 八戸市吹上6丁目5-1 0178-96-1331

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 ハロー！デンタルオフィス 八戸市諏訪1丁目1-96 0178-73-6480

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

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

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丁目58 0172-53-5550

黒石市 こだま歯科医院 黒石市追子野木1丁目247-39 0172-53-6874

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 工藤歯科医院 五所川原市字大町37-5 0173-34-8883

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 津島歯科診療所 五所川原市大町501-15 0173-34-2050

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

むつ市 高瀬歯科医院 むつ市柳町1丁目4-14 0175-22-1366

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 ひらた歯科 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 あずまデンタルクリニック 平川市柏木町東田313-8 0172-44-0648

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

平内町 平内ミナトヤ歯科医院 東津軽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 南津軽郡藤崎町西豊田1丁目12-9 0172-75-6480

板柳町 諏訪歯科 北津軽郡板柳町福野田字増田18-3 0172-73-3919

鶴田町 中田歯科医院 北郡鶴田町鶴田字早瀬182-5 0173-22-5577

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

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