
【県中央地区】

市町村名 歯科医院名 住所 電話番号

秋田市 将軍野歯科診療所 秋田市将軍野南1-10-52 018-845-0863

秋田市 田北歯科医院 秋田市将軍野青山町12-30 018-857-0088

秋田市 石沢歯科医院 秋田市外旭川八柳3丁目12-28 018-868-5641

秋田市 たんぽぽ歯科クリニック 秋田市外旭川八幡田1丁目11-37 018-868-4108

秋田市 添川あおば歯科 秋田市添川字地ノ内175-5 018-825-5575

秋田市 あさひかわ歯科医院 秋田市旭川南町12-23 018-831-1316

秋田市 こまつ歯科医院 秋田市土崎港北7丁目7-21 018-846-6100

秋田市 佐藤歯科医院 秋田市土崎港北3丁目3-51 018-857-2255

秋田市 豊間歯科医院 秋田市土崎港中央2丁目5-24 018-845-1657

秋田市 中道歯科医院 秋田市土崎港中央6丁目12-15 018-846-8181

秋田市 藤岡歯科医院 秋田市土崎港東4丁目4-2 018-857-0292

秋田市 とし歯科クリニック 秋田市泉中央3丁目10-24 018-865-1181

秋田市 後藤歯科医院 秋田市保戸野通町2-28 018-862-2793

秋田市 旭北歯科医院 秋田市旭北栄町1-4 018-865-2931

秋田市 安倍歯科医院 秋田市中通3-3-28 018-874-8390

秋田市 大淵歯科医院 秋田市中通4丁目7-35 018-835-3711

秋田市 キャッスル歯科室 秋田市中通1丁目3-5 018-836-5454

秋田市 秋田アクアデンタルクリニック 秋田市南通宮田15-44 018-884-0035

秋田市 石田歯科医院 秋田市南通亀の町5-7 018-832-5482

秋田市 広幡歯科医院 秋田市南通築地2-14 018-833-2240

秋田市 明田歯科医院 秋田市東通仲町2-11 018-834-8141

秋田市 ひがしとおり歯科医院 秋田市東通3-10-15 018-831-8867

秋田市 おおすみ歯科医院 秋田市大住3丁目3-53 018-836-5222

秋田市 河原田歯科医院 秋田市楢山南中町2-5 018-834-2302

秋田市 立花歯科医院 秋田市楢山南中町9-22 018-833-3885

秋田市 きくち歯科医院 秋田市新屋天秤野5-7 018-862-6675

秋田市 とりき町歯科クリニック 秋田市新屋鳥木町4-47 018-888-8222

秋田市 もとまち歯科医院 秋田市新屋元町5-38 018-888-8814

秋田市 バラジマ歯科クリニック 秋田市茨島6丁目10-13 018-838-4618

秋田市 高山歯科医院 秋田市旭南2丁目1-38 018-823-1182

秋田市 玉木歯科医院 秋田市旭南3丁目8-3 018-864-6688

由利本荘市 いしだ歯科診療所 由利本荘市鳥海町伏見字山添75-5 0184-57-2211

訪問歯科診療（在宅歯科医療）が可能な歯科医院



市町村名 歯科医院名 住所 電話番号

由利本荘市 金子歯科医院 由利本荘市御門224-2 0184-24-1550

由利本荘市 小松歯科医院 由利本荘市東由利舘合字舘前23-2 0184-69-3838

由利本荘市 五味デンタルクリニック 由利本荘市川口字家後79-1 0184-22-8453

由利本荘市 歯科いわきクリニック 由利本荘市岩城内道川字新鶴潟３－８ 0184-73-3522

由利本荘市 志村歯科医院 由利本荘市花畑町1丁目73 0184-22-1787

由利本荘市 鈴木歯科診療所 由利本荘市大内三川字白山田86-1 0184-65-2685

由利本荘市 ほかり歯科医院 由利本荘市矢島町七日町字栩木田1-21 0184-55-4325

由利本荘市 山田歯科医院 由利本荘市中竪町42 0184-22-0253

にかほ市 小松歯科医院 にかほ市平沢字八森24-3 0184-36-2300

にかほ市 すずき歯科医院 にかほ市平沢字清水尻136－1 0184-37-2711

男鹿市 志田歯科医院 男鹿市船川港金川字金川台1-2 0185-24-3800

男鹿市 清水歯科医院 男鹿市船越字本町1-29 0185-35-3737

男鹿市 もりやま歯科医院 男鹿市脇本富永字野田12-2 0185-25-3054

男鹿市 わかみ歯科クリニック 男鹿市角間崎字百目木48-1 0185-46-2828

潟上市 石井歯科クリニック 潟上市天王字長沼40-14 018-873-5111

五城目町 わしや歯科医院 南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目2-10 018-852-3141

井川町 橋本歯科医院 南秋田郡井川町浜井川字土樋165-1 018-874-2808

【県南地区】
市町村名 歯科医院名 住所 電話番号

大仙市 井関歯科医院 大仙市朝日町4-14 0187-63-8100

大仙市 角間川歯科医院 大仙市角間川町字中前田11 0187-65-3536

大仙市 佐藤歯科クリニック 大仙市太田町横沢字久保関北731 0187-86-9955

大仙市 嶋村歯科クリニック 大仙市大曲中通町8-32 0187-62-0410

大仙市 たかはし歯科クリニック 大仙市高梨字田茂木84 0187-62-6800

大仙市 タケダ歯科クリニック 大仙市飯田字大道端3-1 0187-62-6480

大仙市 冨塚歯科医院 大仙市刈和野字川原田2-28 0187-75-1125

大仙市 長尾歯科医院 大仙市長野字紫嶋48-2 0187-56-4405

大仙市 ながさか歯科医院 大仙市北長野字茶畑55-1 0187-56-2255

大仙市 畠山歯科医院 大仙市南外字落合24-3 0187-74-3115

大仙市 はら歯科医院 大仙市大花町12-3-11 0187-88-8418

仙北市 くぼた歯科医院 仙北市田沢湖生保内字街道ノ上42-1 0187-43-2233

仙北市 さとうデンタルクリニック 仙北市角館町田町下丁11-1 0187-55-4222

仙北市 城南堂歯科医院 仙北市角館町西勝楽町20 0187-54-3678

仙北市 山本歯科医院 仙北市角館町田町上丁50-2 0187-53-2058



市町村名 歯科医院名 住所 電話番号

美郷町 富永歯科医院 仙北郡美郷町六郷字荒町117-5 0187-84-0123

横手市 石田歯科医院 横手市寿町3-2 0182-32-2482

横手市 石成歯科医院 横手市大森町字大中島520-1 0182-26-2222

横手市 小川歯科医院 横手市大町7-19 0182-32-0019

横手市 小坂歯科医院 横手市四日町6-2 0182-36-4182

横手市 ささき歯科医院 横手市三本柳字寺田197 0182-33-8020

横手市 照井歯科医院 横手市赤坂字大道向14-2 0182-33-3321

横手市 渡部歯科医院 横手市金沢本町字本町4 0182-37-2511

横手市 だいご歯科医院 横手市平鹿町醍醐字太茂田8-1 0182-56-0515

横手市 佐藤歯科医院 横手市平鹿町浅舞字浅舞383 0182-24-1001

横手市 佐藤歯科医院 横手市十文字町字本町35-3 0182-42-0408

横手市 すえひろ歯科医院 横手市十文字町仁井田字八萩99-4 0182-23-5322

横手市 パール歯科 横手市十文字町海道下33-15 0182-42-4670

横手市 松野歯科医院 横手市十文字町仁井田字東16－1 0182-42-1542

横手市 小野歯科医院 横手市雄物川町今宿字今宿75 0182-22-4106

横手市 竹内歯科医院 横手市雄物川町沼館字沼館318 0182-22-2001

横手市 赤沢歯科医院 横手市増田町増田字本町3 0182-45-2037

横手市 後藤歯科医院 横手市増田町増田字月山西13-4 0182-45-4801

湯沢市 秋野歯科医院 湯沢市横堀字旭町37 0183-52-2511

湯沢市 木村歯科医院 湯沢市字両神138-1 0183-72-1120

湯沢市 小番歯科医院 湯沢市佐竹町9-34 0183-73-2647

湯沢市 佐藤歯科医院 湯沢市前森1丁目2-11 0183-73-2720

湯沢市 高橋歯科医院 湯沢市岩崎字岩崎71 0183-73-2911

湯沢市 田尻歯科医院 湯沢市田町2丁目5-35 0183-72-1288

湯沢市 田中歯科医院 湯沢市大町1-2-35 0183-73-2314

湯沢市 新山歯科医院 湯沢市皆瀬字下菅生14-1 0183-46-2002

湯沢市 守口歯科クリニック 湯沢市佐竹町5-1 0183-73-4646

羽後町 柴田歯科医院 雄勝郡羽後町字川原田31 0183-62-5001

羽後町 志水歯科医院 雄勝郡羽後町字南西馬音内314 0183-62-1338

羽後町 荘司歯科医院 雄勝郡羽後町貝沢字雀田13-2 0183-62-5126

羽後町 高橋歯科クリニック 雄勝郡羽後町西馬音内字本町82-1 0183-62-1418



市町村名 歯科医院名 住所 電話番号

羽後町 にしもないながさわ歯科医院 雄勝郡羽後町字南西馬音内189-4 0183-55-8355

東成瀬村 ジュネスデンタルクリニック 雄勝郡東成瀬村田子内字田子内51 0182-47-3131

【県北地区】
市町村名 歯科医院名 住所 電話番号

能代市 さとう歯科医院 能代市向能代字上野138 0185-55-2636

能代市 鈴木歯科医院 能代市上町10-23 0185-54-6630

能代市 中和歯科医院 能代市字豊祥岱1-43 0185-55-0255

能代市 みなみ歯科 能代市河戸川字大須賀52-3 0185-52-8117

大館市 越前歯科医院 大館市字大館65 0186-49-2727

大館市 こう歯科医院 大館市片山町3丁目2-33 0186-49-1000

大館市 神成歯科医院 大館市馬喰町25 0186-42-0377

大館市 佐藤歯科医院 大館市美園町5-56 0186-49-2067

大館市 ながぬまけんこう歯科医院 大館市曲田字曲田6-1 0186-52-3554

大館市 根田歯科医院 大館市常盤木町3-14 0186-42-1733

大館市 ひがしだい歯科クリニック 大館市東台4丁目4-93 0186-49-0418

大館市 比内根田歯科医院 大館市比内町扇田字長岡下14-11 0186-45-4181

大館市 古田歯科医院 大館市釈迦内字稲荷山下123-1 0186-48-6503

大館市 門間歯科医院 大館市花岡町猫鼻6-8 0186-46-3460

大館市 やまお歯科医院 大館市早口字深沢岱40-22 0186-54-3322

北秋田市 加賀谷歯科医院 北秋田市花園町4番26-1号 0186-63-2772

鹿角市 あんどう歯科医院 鹿角市花輪字八正寺7-2 0186-23-3927

鹿角市 小野寺歯科クリニック 鹿角市十和田毛馬内字毛馬内106-1 0186-35-2771

鹿角市 オーラルクリニックかづの 鹿角市花輪字新田町25-8 0186-25-8615


