
訪問歯科診療 実施医療機関
[県北]

№ 就業所名称 就業所住所 電話番号 備考

1 あぶくま歯科 福島市小倉寺字神ノ前4-6 024-526-4707 対応可

2 あべ歯科医院 福島市南中央二丁目31 024-534-5885 状況により対応可

3 五十嵐歯科クリニック 福島市仁井田字石塚36-1 024-545-9336 対応可

4 板橋歯科医院 福島市丸子字前川原57-16 024-553-2733 対応可

5 一財）脳神経疾患研究所附属南東北福島病院 福島市荒井北3-1-13 024-593-5300 状況により対応可

6 入江歯科医院 福島市方木田字古川5-1 024-545-6730 対応可

7 入野歯科医院 福島市三河南町14-7 024-535-5015 状況により対応可

8 医療法人 大桶歯科医院 福島市栄町7-23 ｴﾑﾃﾞｰﾋﾞﾙ3階 024-521-3231 対応可

9 医療法人 松北歯科クリニック 福島市北沢又字外新田17-1 024-555-3555 状況により対応可

10 医療法人 末永歯科医院 福島市笹谷字中屋敷13-10 024-555-6850 状況により対応可

11 医療法人生愛会 福島市大笹生字向平13-1 024-555-2244 対応可

12 医療法人たんじデンタルクリニック 福島市矢剣町16-24 024-573-4747 対応可

13 医療法人明隆会遠藤歯科口腔外科クリニック 福島市東中央一丁目15-6 024-526-3333 対応可

14 医療法人雄朋会　誉田歯科診療所 福島市松浪町6-24 024-534-7755 対応可

15 医療法人陽雄会サンデンタルクリニック 福島市北矢野目字檀ノ腰12-5 024-554-5460 状況により対応可

16 医療法人陽雄会 すずたけ歯科医院 福島市飯坂町字湯町4-1 024-542-1711 対応可

17 植木歯科医院 福島市松川町字南諏訪原78-2 024-567-5502 状況により対応可

18 海野歯科医院 福島市北五老内町8-5 024-534-5706 対応可

19 おおうち歯科医院 福島市岡部字花房74-1 024-531-6474 対応可

20 大笹生歯科医院 福島市大笹生字中ノ内38-1 024-557-6556 状況により対応可

21 大森たぐち歯科クリニック 福島市大森字中町16-5 024-572-6700 対応可

22 小笠原歯科医院  福島市飯坂町字鯖湖町19 024-542-0341 状況により対応可

23 おやま歯科医院 福島市御山字上谷地12-3 024-535-8020 状況により対応可

24 かさはら歯科 福島市丸子字町頭19-3 024-554-4848 状況により対応可

25 片平歯科医院 福島市成川字後田10-4 024-545-7288 状況により対応可

26 金谷川歯科医院 福島市松川町関谷字大窪37 024-547-3773 対応可

27 きらり健康生活協同組合　上松川診療所 福島市北沢又字番匠田5 024-563-5020 対応可

28 くにさき小児歯科 福島市伏拝字田中5-1 024-545-5849 状況により対応可

29 くわな歯科クリニック 福島市南沢又字清水端52 024-559-0984 対応可

30 けやき歯科医院 福島市泉字堀ノ内10-2 024-555-3922 対応可

31 郷野目かおる歯科クリニック 福島市郷野目字上2 024-546-6405 状況により対応可

32 さがら歯科 福島市飯坂町平野字北原2-18 024-542-8058 対応可

33 宍戸歯科医院 福島市矢剣町20-11 024-533-8118 状況により対応可

34 すがや歯科 福島市北町4-20 024-523-2653 状況により対応可

35 スリープ歯科　福島院 福島市北町4-5 024-572-6381 状況により対応可

36 セントラル歯科クリニック 福島市栄町7-33 ﾄﾖﾀﾋﾞﾙ3階 024-521-1501 状況により対応可

37 高橋歯科クリニック 福島市南矢野目字中屋敷53-5 024-555-3833 対応可

38 ファミリア歯科 福島市大森字北島29-1 024-573-0417 状況により対応可

39 古川歯科医院 福島市蓬莱町六丁目8-24 024-548-5561 対応可

40 蓬莱歯科医院 福島市蓬莱町二丁目1-9 024-548-3312 状況により対応可

41 ホワイト歯科クリニック 福島市中町1-12 ｻﾝﾗｲｽﾞ中町ﾋﾞﾙB棟2階 024-521-3262 状況により対応可

42 みかわだい歯科小児歯科 福島市野田町1-14-81 024-534-4904 状況により対応可

43 みやけ歯科クリニック 福島市森合町15-5 024-533-1150 状況により対応可

44 よしだ歯科クリニック 福島市万世町3-36 024-535-0038 状況により対応可

45 渡辺歯科医院 福島市新浜町1-16 024-563-5548 対応可

46 医療法人辰星会 枡病院 二本松市本町一丁目103 0243-23-1990 対応可



№ 就業所名称 就業所住所 電話番号 備考

47 岩﨑歯科医院 二本松市藤之前33-5       0243-22-8500 対応可

48 今古堂歯科医院 二本松市西新殿字松林63 0243-57-2184 対応可

49 さいとう歯科医院 二本松市針道字町9-1 0243-46-2814 状況により対応可

50 デンティスト　ワタナベ 二本松市若宮二丁目164-3 0243-22-0612 状況により対応可

51 とうのす歯科医院 二本松市油井字八軒町231 0243-22-8422 状況により対応可

52 みうら歯科医院 二本松市小浜字鳥居町118 0243-55-3008 対応可

53 渡辺歯科医院 二本松市本町二丁目190 0243-22-0057 状況により対応可

54 池田歯科医院 伊達市梁川町字右城町46-1 024-577-7938 対応可

55 鈴木歯科医院 伊達市霊山町掛田字西裏54 024-586-3418 対応可

56 鈴木歯科医院 伊達市保原町字実町24-1 024-575-2305 状況により対応可

57 伊達デンタルクリニック 伊達市岡前20-8 024-584-3501 対応可

58 月舘町歯科診療所 伊達市月舘町布川字西原31-1 024-572-2332 対応可

59 ファミリー歯科クリニック 伊達市保原町上保原字神明町 18-3 024-574-3183 対応可

60 斎藤歯科医院 伊達郡桑折町大字谷地字石塚2-5 024-582-6221 対応可

61 島貫歯科医院 伊達郡桑折町字堰合6 024-582-3255 対応可

62 鈴木歯科医院 伊達郡桑折町大字上郡字堰上 1-11 024-582-1184 状況により対応可

63 田中歯科クリニック 伊達郡桑折町字東段8-9 024-581-2225 対応可

64 トオル歯科医院 伊達郡桑折町大字万正寺字道東 7-3 024-582-6170 状況により対応可

65 赤井畑歯科医院 伊達郡国見町大字山崎字太子堂3-3 024-585-5551 対応可

66 あんどう歯科医院 伊達郡国見町大字藤田字町尻二12-1 024-585-1183 対応可

※詳しくは福島県歯科医師会・在宅歯科医療連携室（℡024-523-3268）までお問い合わせ下さい。


