
訪問歯科診療 実施医療機関
[県中・県南]

№ 就業所名称 就業所住所 電話番号 備考

1 アート歯科 郡山市松木町2-88ｲｵﾝﾀｳﾝ郡山内 024-942-4182 状況により対応可

2 安積台遠藤歯科医院 郡山市安積町笹川字北向6-24 024-945-4118 状況により対応可

3 穴田歯科医院 郡山市田村町金屋マセ口7-70 0240-22-3522 状況により対応可

4 市場歯科医院 郡山市西田町三町目字松ヶ作104-4 024-972-2400 対応可

5 井上歯科医院 郡山市本町一丁目15-6 024-922-1588 状況により対応可

6 医療法人 安積保養園附属あさかホスピタル 郡山市安積町笹川字経坦45 024-945-1701 対応可

7 医療法人 郡司歯科医院 郡山市大槻町字広町46-3 024-952-0584 対応可

8 医療法人社団平誠会 遠藤歯科医院 郡山市島二丁目50-4 024-923-1731 対応可

9 くめ歯科医院    郡山市字山崎42-2    024-935-4611 状況により対応可

10 栗原歯科医院 郡山市久留米六丁目85-4  024-947-0650 状況により対応可

11 菜根歯科クリニック 郡山市菜根五丁目9-12 024-922-9800 対応可

12 阪本歯科医院 郡山市田村町守山字中町26-9 024-955-3110 対応可

13 阪本歯科クリニック   郡山市田村町下行合字御膳前2-1 024-956-4511 対応可

14 歯科医院美緒 郡山市久留米六丁目53-5 024-946-8444 対応可

15 鈴木歯科医院 郡山市字古川50-1 024-943-6536 状況により対応可

16 鈴木歯科クリニック 郡山市富田町字上ノ内2-4 024-951-6845 状況により対応可

17 高橋歯科医院 郡山市日和田町字日和田156-6 024-958-5432 状況により対応可

18 高原歯科クリニック 郡山市堤三丁目197-2 024-962-3116 状況により対応可

19 田中歯科クリニック 郡山市大槻町字牛道1-15 024-934-8148 対応可

20 中村歯科医院 郡山市清水台二丁目7-25 024-932-2625 状況により対応可

21 にへい訪問歯科クリニック 郡山市芳賀一丁目7-21 024-944-9766 対応可

22 古川歯科医院 郡山市小原田一丁目15-13 024-944-3031 状況により対応可

23 本田歯科クリニック 郡山市鶴見坦三丁目1-3 024-922-5454 状況により対応可

24 水島歯科クリニック 郡山市富田町字大徳南17-11 024-953-8418 状況により対応可

25 宗形歯科医院 郡山市土瓜一丁目56 024-951-5575 状況により対応可

26 宗像歯科クリニック 郡山市桑野五丁目11-5 024-938-8167 対応可

27 許田クリニック 歯科 郡山市菜根三丁目13-10 024-927-8711 状況により対応可

28 モミの木クリニック 郡山市鳴神一丁目1-1 024-926-0131 対応可

29 森歯科医院 郡山市台新二丁目28-25 024-952-3737 状況により対応可

30 森田歯科医院 郡山市富久山町久保田字上野158-2 024-923-2306 状況により対応可

31 栁田歯科医院 郡山市熱海町熱海一丁目331 024-984-4194 対応可

32 柳橋歯科 郡山市中田町柳橋字町445-1 024-973-3011 状況により対応可

33 ワイズ デンタルクリニック 郡山市田村町谷田川字表前77 024-965-1900 対応可

34 渡辺歯科医院 郡山市堂前町31-5 024-922-5934 対応可

35 わたなべ歯科クリニック 郡山市安積二丁目18 024-937-2345 対応可

36 岩瀬歯科医院 須賀川市柱田字長井76-5 0248-65-2131 状況により対応可

37 空港通歯科医院 須賀川市高久田境8-7ﾒｶﾞｽﾃｰｼﾞ須賀川内 0248-63-8210 状況により対応可

38 阪本歯科医院須賀川診療所 須賀川市小作田字湯名塚1-3 0248-79-3737 対応可

39 佐熊歯科医院 須賀川市長沼字町尻42-1 0248-67-3220 状況により対応可

40 佐藤歯科医院 須賀川市諏訪町102 0248-76-8143 対応可

41 すずき歯科医院 須賀川市南町30-1 0248-72-0418 状況により対応可

42 田代歯科医院 須賀川市東町53-3 0248-73-2047 対応可

43 松井歯科医院 須賀川市大町274 0248-73-3730 状況により対応可

44 森宿歯科医院 須賀川市森宿字御膳田38-16 0248-76-7767 状況により対応可

45 天栄歯科医院 岩瀬郡天栄村大字白子字家内神14-3 0248-83-2043 対応可

46 医療法人積誠会 博多歯科医院 田村市船引町船引字和尚坦13 0247-82-1211 対応可



№ 就業所名称 就業所住所 電話番号 備考

47 さいす歯科 田村市船引町船引字下中田6 0247-82-4188 対応可

48 瀬下歯科医院 田村市滝根町神俣字関場536 0247-78-3151 状況により対応可

49 田村市立都路歯科診療所 田村市都路町古道字寺下50 0247-75-2208 対応可

50 医療法人和修会 本田歯科医院 田村郡三春町字大町161 0247-62-3417 対応可

51 小山歯科医院 田村郡三春町字中町30-3 0247-62-3840 状況により対応可

52 野口歯科医院 田村郡小野町大字小野新町字中通148-7           0247-72-2300 状況により対応可

53 山田歯科医院 田村郡小野町大字小野新町字東馬番3-1 0247-72-2140 状況により対応可

54 医療法人社団 青柳歯科医院 石川郡石川町字下泉169 0247-26-2002 状況により対応可

55 医療法人社団七曜会 月田歯科医院 石川郡玉川村大字中字道上6-2 0247-57-4400 対応可

56 三瓶歯科医院 石川郡石川町字屋敷入65-1 0247-26-7011 対応可

57 中井歯科医院 石川郡平田村大字東山字宮ノ田和52 0247-54-2020 対応可

58 福田歯科医院 石川郡石川町大字湯郷渡字米子平195-1 0247-26-3343 対応可

59 佐藤歯科医院 白河市中山南3-12 0248-23-1184 状況により対応可

60 白河みなみ歯科クリニック 白河市薄葉4-131 0248-24-3730 対応可

61 鈴木歯科医院 白河市表郷金山字竹ノ内16 0248-32-2029 対応可

62 須藤歯科医院 白河市本町14 0248-22-6460 対応可

63 大栄歯科クリニック 白河市中町42白井ﾋﾞﾙ2階 0248-22-2833 対応可

64 円谷歯科医院 白河市北中川原158 0248-27-1255 対応可

65 はやし歯科医院 白河市道場町15 0248-24-1818 状況により対応可

66 ほずみ歯科医院 白河市三番町8ｱﾈｯｸｽ三番館 0248-22-7211 対応可

67 赤沼歯科医院 西白河郡泉崎村大字泉崎字下宿53 0248-53-2004 対応可

68 医療法人 内藤歯科医院 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原153-5 0248-25-0331 対応可

69 岩谷歯科医院 西白河郡矢吹町中町230   0248-42-4363 対応可

70 古市歯科クリニック 西白河郡中島村大字滑津字二ッ山27-3 0248-52-2894 対応可

71 塩田博文歯科 東白川郡棚倉町大字棚倉字新町52-1 0247-33-6483 状況により対応可

※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。


