
青森市歯科医師会（55医療機関）

医療機関名 住　所 電話番号 医療機関名 住　所 電話番号

阿保歯科 青森市長島一丁目３－１７ 017-722-3686 とやま歯科医院 青森市蛍沢三丁目１３－８ 017-762-7275

石江歯科クリニック 青森市石江字江渡１８－２ 017-766-1515 新山歯科矯正歯科クリニック 青森市青柳2-4-15 017-777-6570

いちかわ歯科クリニック 青森市里見一丁目１３－３３ 017-761-1107 西巻デンタルオフィス青森  青森市長島一丁目６－６　クロスタワー・アベイ３F 017-721-6166

大澤歯科医院 青森市羽白字沢田４４－８ 017-788-1411 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

小笠原歯科医院 青森市松原三丁目１４－２７タケダビル２０２号室 017-734-7841 東青森駅前　まがら歯科 青森市南佃1-4-16 017-741-1180

小川歯科 青森市佃二丁目２－３ 017-742-5070 東ミナトヤ歯科医院 青森市浜館見取１５－１ 017-718-0453

大空歯科クリニック 青森市浪館前田四丁目２９－２０ 017-718-4511 藤川歯科医院 青森市橋本二丁目１２－１ 017-722-7819

おきだて歯科クリニック 青森市沖館五丁目２０－１１ 017-766-2322 ふじもと歯科医院 青森市大字荒川字柴田１５－２ 017-762-2030

医療法人ミナトヤ歯科医院 青森市桂木四丁目４－１０ 017-723-3077 船越歯科医院 青森市栄町二丁目８－１８ 017-743-0321

長内歯科医院 青森市本町一丁目７－１ 017-776-3404 訪問歯科クリニックこすもす 青森市野尻字今田９８－１ 017-752-7084

長内歯科医院 青森市古川一丁目１８－１ 017-722-3760 堀内歯科医院 青森市中央一丁目２７－１ 017-734-1707

源内歯科クリニック 青森市富田一丁目２６－１ 017-766-4188 本田歯科医院 青森市中央一丁目５－８ 017-773-5110

工藤歯科医院 青森市長島四丁目１１-１ 017-776-7756 牧歯科医院 青森市古川一丁目１６－１１ 017-775-8881

熊谷歯科医院 青森市堤町二丁目２１－１ 017-734-0686 まつもと歯科医院 青森市中佃1-17-7 017-741-6480

こまい歯科クリニック 青森市橋本三丁目１８－１１ 017-773-3510 三浦歯科医院 青森市はまなす二丁目１８－１６ 017-726-4618

桜庭歯科医院 青森市青葉二丁目１０－２ 017-739-7575 ミント歯科クリニック 青森市東大野一丁目６－１０ 017-739-9755

さとう歯科 青森市久須志三丁目２－１３ 017-774-3223 むつ歯科医院 青森市金沢三丁目１１－１５ 017-777-1840

S　DENTAL　CLINIC　佐藤歯科 青森市篠田三丁目２－１３ 017-763-5418 医療法人柳谷歯科医院 青森市青葉三丁目１－９ 017-739-1766

三戸歯科クリニック 青森市浪館前田四丁目１２－１３ 017-763-5218 やまうち歯科医院 青森市大野字前田７４－９３ 017-729-0788

三和会歯科クリニック 青森市三内字稲元１２２－２　　 017-766-1231 山口歯科医院  青森市本町五丁目４－２　小関ビル２F 017-777-6887

新城ミナトヤ歯科 青森市新城字山田１１－１ 017-788-8148 ヤマダ歯科矯正歯科クリニック 青森市浜田字玉川２４４－４ 017-739-1112

白取歯科医院 青森市平新田字森越１２－３１ 017-726-0188 やまもと歯科 青森市大字浜田字玉川２７－４ 017-721-5230

鈴木歯科医院 青森市篠田二丁目２１－７ 017-781-0032 よこうち歯科 青森市羽白字富田３３１－１ 017-763-2121

スマイルの歯科クリニック 青森市沖館四丁目２－４７ 017-783-3988 よしかわ歯科医院 青森市筒井字八ッ橋１３８２－２２ 017-728-2530

たかや歯科クリニック 青森市浜田二丁目１５－１８ 017-729-8110 渡辺歯科クリニック 青森市大野前田６７－３１ 017-764-6474

たかはし歯科クリニック 青森市古川三丁目１４－６ 017-775-0077 平内歯科クリニック 平内町小湊字小湊１３１－１ 017-755-4182

中央歯科クリニック 青森市長島二丁目１２－６ 017-777-6050 住吉歯科医院 今別町今別字今別８４ 0174-35-2051

とき歯科 青森市原別５－９－１ 017-736-1515

※青森市浪岡地区は、南黒歯科医師会に記載。

郡市歯科医師会で区分けし、市町村の順番で並べています。

協力医療機関リスト　令和４年５月１０日　更新

青森県「糖尿病と歯周病を切り口とした医科・歯科連携事業」協力歯科医療機関リスト



弘前歯科医師会（28医療機関） 南黒歯科医師会（21医療機関）

医療機関名 住　所 電話番号 医療機関名 住　所 電話番号

赤石歯科医院 弘前市瓦ヶ町１７－２ 0172-33-4181 アクロスプラザ歯科 黒石市富士見１０３－３ 0172-55-8188

明本歯科医院 弘前市大町三丁目４－９ 0172-35-4774 アップル歯科医院 黒石市東新町一丁目６ 0172-52-7070

あべ歯科医院 弘前市青山三丁目８－１ 0172-37-3737 あぼ歯科クリニック 黒石市北美町一丁目５８ 0172-53-5550

あまない歯科医院 弘前市神田一丁目８－３ 0172-88-6400 石川歯科クリニック 黒石市黒石十三森１８４－９ 0172-59-0172

石岡歯科医院 弘前市松森町７５－１ 0172-32-1078 くどう歯科医院 黒石市内町８－５ 0172-59-2130

梅原歯科医院 弘前市土手町１２３ 0172-32-7330  清藤歯科医院 黒石市前町２３－２ 0172-52-2303

遠藤歯科 弘前市大字代官町７５－１ 0172-36-5560 中村歯科医院 黒石市大板町１１－１ 0172-52-3573

オリオン歯科クリニック 弘前市元寺町３５ 0172-33-0418 花園歯科医院 黒石市花園町７１ 0172-52-8078

菊地歯科医院 弘前市中野一丁目１１－６ 0172-32-7257 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

工藤歯科医院 弘前市石川字家岸１０－６ 0172-92-2330 工藤歯科医院 平川市柏木町藤山１１－６ 0172-44-6123

小泉歯科医院 弘前市高屋字本宮４８０－４ 0172-82-3232 さとう歯科クリニック 平川市南田中北林元３７－１ 0172-57-5888

笹村歯科医院 弘前市城東中央四丁目３－３１ 0172-28-0797 医療法人慶友会　すぎた歯科 平川市中佐渡南田１８－１６ 0172-57-5757

スクエア歯科 弘前市富田三丁目１０－２１ 0172-39-4180 清藤歯科医院 平川市本町平野４６－１２ 0172-44-3177

杉山歯科クリニック 弘前市泉野二丁目１８－６ 0172-55-0811 清藤歯科平賀医院 平川市本町北柳田２１－３ 0172-44-3132

関歯科医院 弘前市和泉一丁目４－７ 0172-26-2789 ひらかわ歯科クリニック 平川市小和森中松岡１１６－２ 0172-43-0231

ソレイユ歯科医院 弘前市新町１６２ー３ 0172-39-7303 あしだ歯科医院 藤崎町西豊田一丁目１２－９ 0172-75-6480

第一ファミリー歯科 弘前市城東中央三丁目１０－１９ 0172-28-1888 ふじデンタルクリニック 藤崎町大字藤崎字村井４０－１４ 0172-55-8245

代官町クリニック吉田歯科 弘前市代官町１０８ 0172-38-4142 ときわさとう歯科医院 藤崎町大字榊字亀田９－２４ 0172-65-4060

たかち歯科・小児歯科医院 弘前市向外瀬四丁目１４－１ 0172-37-5533 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

デンタルオフィスよしだ 弘前市早稲田三丁目６－９ 0172-26-2525 かとう歯科医院  青森市浪岡大字浪岡字細田２０２－３ 0172-62-6480

中畑歯科診療所 弘前市山道町１４－３ 0172-32-6650 平井歯科医院  青森市浪岡大字浪岡字若松１６－２ 0172-62-2685

なかむら歯科医院 弘前市末広四丁目２－３ 0172-26-0388

野村歯科医院 弘前市西川岸町１ 0172-32-8695

波多野歯科医院 弘前市徳田町５ 0172-32-2861

ほくおう・歯科医院 弘前市北横町４２ 0172-33-4618

松枝歯科医院 弘前市下白銀町１５－４ 0172-35-2157

やがわ歯科医院 弘前市城西四丁目１－１３ 0172-39-6400 郡市歯科医師会で区分けし、市町村の順番で並べています。

やまざき歯科医院 弘前市大清水四丁目１０－１０ 0172-39-6666 協力医療機関リスト　令和４年９月１６日　更新

青森県「糖尿病と歯周病を切り口とした医科・歯科連携事業」協力歯科医療機関リスト



北五歯科医師会（24医療機関） 西つがる歯科医師会（8医療機関）

医療機関名 住　所 電話番号 医療機関名 住　所 電話番号

あすなろ歯科医院 五所川原市字一ツ谷５０７－２３ 0173-33-1122 柏ミナトヤ歯科医院 つがる市柏稲盛幾世４１ 0173-25-2481

アップル歯科医院 五所川原市稲実字米崎１１８－２ 0173-39-1171 葛西歯科診療所 つがる市木造清水４７ 0173-42-2125

工藤歯科医院 五所川原市大町３７－５ 0173-34-8883 菊池歯科医院 つがる市木造曙６５ 0173-42-2077

黒部歯科クリニック 五所川原市広田字榊森54-65 0173-33-3939 清藤歯科 つがる市木造清水２２ 0173-42-4182

小林歯科医院 五所川原市字柏原町５０ 0173-33-1156 ひらた歯科 つがる市木造増田２２－１５ 0173-42-3269

サトウ歯科クリニック 五所川原市中央六丁目２１ 0173-26-7251 福士歯科医院 つがる市木造千代町２７－２ 0173-42-3316

高満歯科医院 五所川原市川端町３－６ 0173-34-2468 かなざわ歯科医院 鰺ヶ沢町舞戸町字蒲生１２４－１ 0173-72-6480

田附歯科医院 五所川原市寺町１６ 0173-34-3082 かねこ歯科医院 鰺ヶ沢町舞戸町下富田５６－１２ 0173-72-8602

田中歯科クリニック 五所川原市金木町朝日山３５８-１ 0173-54-1139

津島歯科 五所川原市大町５０１－１５ 0173-34-2050

飛嶋歯科医院 五所川原市松島町三丁目５－６ 0173-34-8548

中嶋歯科医院 五所川原市字雛田３２ 0173-34-3366

成田歯科診療所 五所川原市旭町２７－４ 0173-34-2343

ひろし歯科 五所川原市幾世森２４－３ 0173-35-1718

本町歯科医院 五所川原市本町１４ 0173-35-2214

宮川歯科クリニック 五所川原市広田柳沼５４－１５ 0173-34-8410

坂本歯科クリニック 鶴田町大字鶴田字鷹ノ尾９－７ 0173-26-1182

なかじま歯科クリニック 鶴田町鶴田字相原１７ 0173-23-1230

中田歯科医院 鶴田町鶴田字早瀬１８２－５ 0173-22-5577

ゆみこ歯科クリニック 中泊町中里字亀山４２５－２ 0173-69-1020

工藤八歯科医院 板柳町板柳字土井１０８－２ 0172-72-1172

久米田歯科 板柳町五林平字三宅１１－１ 0172-77-3230

久米田歯科矯正歯科医院 板柳町福野田字実田８４－２ 0172-73-4488 郡市歯科医師会で区分けし、市町村の順番で並べています。

たけだ歯科医院 板柳町大字板柳字土井３６１－２ 0172-72-0404 協力医療機関リスト　令和２年７月１６日　更新

青森県「糖尿病と歯周病を切り口とした医科・歯科連携事業」協力歯科医療機関リスト



八戸歯科医師会（38医療機関）

医療機関名 住　所 電話番号 医療機関名 住　所 電話番号

青葉歯科クリニック 八戸市青葉三丁目４－１ 0178-44-6480 高橋歯科クリニック 八戸市白銀町字三島上２０－４ 0178-31-1217

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２Ｆ 0178-20-0582 たものき歯科医院 八戸市田面木字上田面木２０－４３ 0178-27-9219

岩崎歯科クリニック 八戸市下長八丁目１１－８ 0178-20-4411 つきだて歯科湊高台診療所 八戸市湊高台二丁目１３－４２ 0178-34-4647

遠藤歯科医院 八戸市新井田字水溜４－４ 0178-35-5007 なかさと歯科 八戸市城下四丁目5-13 0178-22-3715

大里歯科医院 八戸市長横町１６ 0178-22-0310
医療法人トラストメディカル
中里デンタルクリニック

八戸市鷹匠小路１２ 0178-22-2655

お歯科 八戸市尻内町字直田７３ 0178-70-7345 なかだて歯科医院 八戸市新井田西二丁目１４－１０ 0178-30-1182

柏崎歯科医院 八戸市下長四丁目５－１９ 0178-28-8148 中村歯科クリニック 八戸市根城二丁目１３－１２ 0178-41-1231

兼田歯科クリニック 八戸市吹上三丁目３－５ 0178-20-0116 夏堀デンタルクリニック 八戸市城下一丁目１５－２８ 0178-44-3737

くまさか歯科 八戸市石堂一丁目２７－１３ 0178-28-2818 のぶデンタルクリニック 八戸市類家5-38-18 0178-71-3344

くりはし歯科医院 八戸市東白山台二丁目２６－３ 0178-70-2525 白山台歯科医院 八戸市北白山台三丁目4-17 0178-70-2003

くぼた歯科医院 八戸市沼館三丁目３－３ 0178-45-8143 八戸総合 歯科・矯正歯科 八戸市根城九丁目４－７ 0178-43-0517

こなかの歯科よしだ 八戸市小中野四丁目８－１２ 0178-72-4182 ハロー！デンタルオフィス 八戸市諏訪一丁目１－９６ 0178-73-6480

医療法人　こんどうファミリー歯科 八戸市鮫町小長根１２－１ 0178-33-5555 樋口歯科医院 八戸市城下三丁目１３－１５ 0178-43-1000

是川歯科クリニック 八戸市是川四丁目４－１ 0178-96-6667 古川歯科医院 八戸市小中野五丁目１１－３ 0178-22-2882

ささき歯科 八戸市一番町二丁目１－５ 0178-70-1211 ほりべ歯科クリニック 八戸市根城二丁目３０－２８ 0178-47-7007

渋田歯科クリニック 八戸市大久保字沢目１３－５ 0178-31-6480 松舘歯科医院 八戸市新井田西三丁目１８－１０ 0178-25-0814

シンフォニー・デンタル・クリニック
八戸市沼館四丁目４－８
シンフォニープラザ沼館２F

0178-45-0418 宮沢歯科矯正歯科医院 八戸市番町３６－１ 0178-24-6480

スマイル歯科クリニック 八戸市南類家一丁目１２－４ 0178-24-6000 山本歯科医院 八戸市沢里字二ツ屋３－１２ 0178-44-7560

だいすけ歯科 八戸市湊高台四丁目１２－１４ 0178-32-4682 米沢歯科医院 八戸市白銀台四丁目１－２０ 0178-34-2328

郡市歯科医師会で区分けし、市町村の順番で並べています。

協力医療機関リスト　令和３年１１月５日　更新

※八戸市南郷地区は、三戸郡歯科医師会に記載。

青森県「糖尿病と歯周病を切り口とした医科・歯科連携事業」協力歯科医療機関リスト



三戸郡歯科医師会（9医療機関） 上十三歯科医師会（28医療機関）

医療機関名 住　所 電話番号 医療機関名 住　所 電話番号

北村歯科医院 三戸町川守田字沖中３－２ 0179-22-0320 青の森歯科医院 十和田市東十三番町２５－２８－５ 0176-51-6220

さとうデンタルクリニック 三戸町大字八日町１９－１ 0179-22-1711 大友歯科医院 十和田市稲生町２０－３４ 0176-25-6000

松尾歯科医院 三戸町八日町５３－２ 0179-22-2963 官庁街歯科 十和田市西二番町１３－２ 0176-20-1718

小村歯科医院 五戸町字熊ノ沢２５－１３ 0178-62-5121 さつき歯科医院 十和田市東三番町１０－８１ 0176-20-1817

成田歯科医院 五戸町下大町１２ 0178-62-2387 大学通り歯科医院 十和田市東十二番町１２－４１ 0176-25-2882

松尾歯科 五戸町字愛宕後２６－１４ 0178-62-7055 ポプラ歯科医院 十和田市西二十二番町２７－１９ 0176-25-8148

イナムラ歯科医院 南部町大字下名久井字如来堂６－１０ 0178-76-1717 村上歯科クリニック 十和田市東二十三番町１－５ 0176-25-6606

あこう歯科医院 八戸市南郷市野沢字市野沢３３－１ 0178-82-2525 渡辺歯科医院 十和田市西三番町１４－４４ 0176-23-6545

八戸市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 あしはらデンタルクリニック 三沢市東町一丁目１２－１ 0176-51-4777

石要歯科 三沢市本町二丁目８１－２ 0176-57-4500

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

むつ下北歯科医師会（7医療機関） 岡三沢歯科クリニック 三沢市岡三沢二丁目５－１ 0176-51-1110

医療機関名 住　所 電話番号 第二黒田歯科診療所 三沢市中央町四丁目１１－３９ 0176-53-2540

あわさ歯科医院 むつ市大平町４２－５ 0175-28-4760 つきだて歯科診療室 三沢市美野原二丁目２２－１ 0176-51-6375

高瀬歯科医院 むつ市柳町一丁目４－１４ 0175-22-1366 なみおか歯科医院 三沢市松園町二丁目１２－１０ 0176-51-7050

たかはし歯科医院 むつ市新町１０－２０ 0175-22-6480 よしだ歯科医院 三沢市東町一丁目１－１０ 0176-52-4433

田中歯科クリニック むつ市小川町一丁目４－１７ 0175-22-0077 かくたま歯科医院 野辺地町字野辺地１１６－１ 0175-64-4180

畑中歯科医院 むつ市小川町一丁目１７－１３ 0175-23-4338 鈴晃歯科医院 野辺地町字野辺地２８－４ 0175-64-8108

ますだ歯科医院 むつ市大平町４３－７ 0175-24-2629 のさか歯科医院 野辺地町字野辺地２７９－１ 0175-64-8241

みどりがおか歯科クリニック むつ市緑ヶ丘６－１２ 0175-34-1430 小川歯科 七戸町字七戸３２４－５ 0176-58-6480

医療法人　奥寺歯科医院 六戸町犬落瀬字若宮２－３ 0176-55-3456

郡市歯科医師会で区分けし、市町村の順番で並べています。 橋本歯科医院 横浜町字寺下22-1 0175-78-6264

協力医療機関リスト　令和４年９月１６日　更新 かみきたデンタルクリニック 東北町旭北一丁目３１－９０ 0176-56-4681

工藤医院歯科 東北町旭南一丁目３１－８０４ 0176-56-2229

沼山歯科医院 東北町上北南三丁目３５－５５４ 0176-56-3957

医療法人　木村歯科医院 おいらせ町下明堂１－８ 0178-52-7707

昆歯科医院 おいらせ町上明堂８２ 0178-52-5611

久保田歯科医院 六ヶ所村大字尾駮字野附７０５－４７ 0175-72-2020

青森県「糖尿病と歯周病を切り口とした医科・歯科連携事業」協力歯科医療機関リスト


