
一般社団法人秋田県歯科医師会

平成28年度

秋田県市町村職員共済組合

歯科検診協力医療機関名簿



■　外旭川・濁川・旭川

医院名 住所 電話

石沢歯科医院 秋田市外旭川八柳3丁目12-28 (018)868-5641

たかはし歯科クリニック 秋田市外旭川字三後田22-1 (018)853-6253

あさひかわ歯科医院 秋田市旭川南町12-23 (018)831-1316

■　金足・下新城・飯島・港北・将軍野・土崎

医院名 住所 電話

今村記念クリニック 秋田市下新城長岡字毛無谷地265 (018)872-1313

又井歯科クリニック 秋田市飯島西袋2丁目16-1 (018)846-8877

白石歯科医院 秋田市飯島道東2丁目12-43 (018)846-4545

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

佐々木歯科医院 秋田市将軍野南3丁目10-10 (018)857-0648

佐藤歯科医院 秋田市土崎港北3丁目3-51 (018)857-2255

こまつ歯科医院 秋田市土崎港北7丁目7-21 (018)846-6100

藤岡歯科医院 秋田市土崎港東4丁目4-2 (018)857-0292

ひゃくすい歯科 秋田市土崎港東4丁目6-47 (018)845-0648

すま歯科医院 秋田市土崎港南1丁目14-9 (018)845-1768

片野歯科医院 秋田市土崎港南2丁目4-38 (018)846-8765

泉谷歯科医院 秋田市土崎港中央1丁目14-13 (018)845-0484

伊藤歯科医院 秋田市土崎港中央1丁目18-7 (018)845-0607

豊間歯科医院 秋田市土崎港中央2丁目5-24 (018)845-1657

港町歯科クリニック 秋田市土崎港中央3丁目5-40 (018)857-1040

中道歯科医院 秋田市土崎港中央6丁目12-15 (018)846-8181

竹中歯科クリニック 秋田市土崎港中央5丁目8-3 (018)847-1188

大山歯科医院 秋田市土崎港中央5丁目2-11 (018)845-7642

神谷歯科医院 秋田市土崎港中央7丁目5-25 (018)880-5580

追分歯科医院 秋田市金足小泉字潟向3-2 (018)873-5661

■　泉・八橋・寺内

医院名 住所 電話

海塩歯科医院 秋田市泉中央3丁目4-15 (018)824-4040

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

杉田歯科医院 秋田市八橋三和町19-19 (018)863-6122

おみ歯科クリニック 秋田市八橋田五郎1丁目2-7 (018)896-0055

田中歯科医院 秋田市寺内油田3丁目16-34 (018)857-1133

泉南デンタルクリニック 秋田市泉南1-2-2 (018)867-8880



■　保戸野・大町・旭北・山王

医院名 住所 電話

小川歯科医院 秋田市保戸野中町6-6 (018)862-3563

後藤歯科医院 秋田市保戸野通町2-28 (018)862-2793

清水歯科クリニック 秋田市保戸野千代田町2－41 (018)863-3443

石田歯科医院 秋田市大町1丁目3－33 (018)862-2346

中村歯科医院 秋田市大町4丁目3-14デンタルビル2F (018)862-2210

旭北歯科医院 秋田市旭北栄町1-4 (018)865-2931

エンパイア歯科医院 秋田市旭北栄町5-10 (018)824-6758

白根歯科医院 秋田市旭北栄町5-33 (018)823-1300

こまはし歯科医院 秋田市山王2丁目6-1 (018)862-7047

杉山歯科クリニック 秋田市山王3丁目5-15 (018)865-2257

■　中通・南通・千秋

医院名 住所 電話

山内歯科・矯正歯科 秋田市中通3丁目1-7 (018)832-5252

大淵歯科医院 秋田市中通4丁目7-35秋田市民市場2F (018)835-3711

中通歯科診療所 秋田市中通6丁目1-58 (018)832-2833

石田歯科医院 秋田市南通亀の町5-7 (018)832-5482

広幡歯科医院 秋田市南通築地2-14 (018)833-2240

南浦歯科クリニック 秋田市南通宮田1-3 (018)836-1184

千葉歯科医院 秋田市千秋矢留町6-12 (018)832-2438

歯科明徳町クリニック 秋田市千秋明徳町3-48 (018)832-4224

■　東通・広面・手形

医院名 住所 電話

明田歯科医院 秋田市東通仲町2-11 (018)834-8141

アルヴェたかのはし歯科 秋田市東通仲町4-1 秋田拠点ｾﾝﾀｰｱﾙｳﾞｪ4F4-6 (018)837-1280

ささき歯科クリニック 秋田市広面字大袋38-1 (018)884-0333

広面歯科クリニック 秋田市広面字樋ノ下19-1 (018)831-0561

わかさ歯科クリニック 秋田市広面字谷地田83-3 (018)837-8567

はぁと歯科クリニック 秋田市広面字樋ノ口101-11 (018)836-0202

柏木歯科 秋田市広面字土手下41-1 (018)832-9162

酒樹歯科医院 秋田市手形十七流32-4 (018)835-8161

小柳歯科医院 秋田市手形十七流419 (018)832-6042

パール歯科クリニック 秋田市手形田中12-37 (018)835-1674

佐藤歯科クリニック 秋田市手形休下町9-40 (018)835-0048

すみよし歯科医院 秋田市手形住吉町1-7 (018)833-6683

城東歯科クリニック 秋田市東通2-1-17 (018)834-1182

みやがた駅東歯科 秋田市手形字西谷地182-3 (018)825-1150



■　楢山・牛島・御所野・仁井田・御野場・大住

医院名 住所 電話

河原田歯科医院 秋田市楢山南中町2-5 (018)834-2302

立花歯科医院 秋田市楢山南中町9-22 (018)833-3885

佐藤歯科医院 秋田市楢山共和町2-3 (018)832-7009

松木歯科クリニック 秋田市牛島東6丁目2-9 (018)831-1516

平塚歯科医院 秋田市御所野元町2丁目12-1 (018)826-1888

いしばし歯科医院 秋田市御所野元町5丁目12-3 (018)829-4618

三浦歯科クリニック 秋田市仁井田本町5丁目1-25 (018)839-8219

おのば歯科クリニック 秋田市仁井田中新田75 (018)892-6300

京谷歯科医院 秋田市御野場4丁目3-3 (018)839-7887

西野歯科医院 秋田市御野場新町4丁目1-1 (018)839-9722

おおすみ歯科医院 秋田市大住3丁目3-53 (018)836-5222

下北手かねた歯科クリニック 秋田市下北手松崎字家の前182-3 (018)853-9341

■　茨島・旭南・川元・川尻・新屋

医院名 住所 電話

あいば歯科医院 秋田市茨島2丁目4-6 (018)863-8787

高山歯科医院 秋田市旭南2丁目1-38 (018)823-1182

玉木歯科医院 秋田市旭南3丁目8-3 (018)864-6688

ひろはた歯科 秋田市川元山下町2-1 (018)864-7171

船木歯科クリニック 秋田市川尻大川町1-40 (018)867-8250

真宮歯科医院 秋田市川尻みよし町13－32 (018)824-5188

おやすみ通り歯科医院 秋田市川尻御休町1-19 (018)824-6480

奥山歯科医院 秋田市新屋勝平町9-44 (018)824-0888

きくち歯科医院 秋田市新屋天秤野5-7 (018)862-6675

おの歯科医院 秋田市新屋豊町10-3 (018)865-0105

歯科勝平クリニック 秋田市新屋松美ヶ丘南町15-23 (018)863-6462

くまがい日吉歯科医院 秋田市新屋町字関町後205-1 (018)828-5582

もとまち歯科医院 秋田市新屋元町5-38 (018)888-8814

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

堀部歯科医院 秋田市新屋表町11-3 (018)828-4323

■　桜・横森

医院名 住所 電話

桜歯科クリニック 秋田市横森5丁目20-25 (018)832-4030

■　下浜

医院名 住所 電話

曽根歯科医院 秋田市下浜羽川字下山48-125 (018)838-4691

■　雄和・河辺地区

医院名 住所 電話

すがわら歯科医院 秋田市雄和石田字中大部50-5 (018)881-0808

いがらし歯科医院 秋田市雄和妙法字上大部17-3 (018)886-2758

広幡歯科医院 秋田市河辺和田字上中野126-3 (018)882-2030

石塚歯科医院 秋田市河辺和田字上中野401-6 (018)882-3808



■　能代市

医院名 住所 電話

森田歯科医院 能代市落合字上前田141 (0185)54-8880

平沢歯科医院 能代市大町4-9 (0185)54-8148

松野歯科医院 能代市大手町1-7 (0185)52-5544

織田歯科医院 能代市上町7-23 (0185)55-1238

能登歯科医院 能代市上町8-22 (0185)52-4617

みどり歯科医院 能代市緑町2-35 (0185)55-3221

愛歯科 能代市字芝童森5-2 (0185)89-2005

みなみ歯科 能代市河戸川字大須賀52-3 (0185)52-8117

さとう歯科医院 能代市向能代字上野138 (0185)55-2636

■　二ツ井

医院名 住所 電話

五十嵐歯科医院 能代市二ツ井町字五千苅37-9 (0185)73-4151

歯科池端クリニック 能代市二ツ井町字比井野55-7 (0185)73-3044

■　三種町

医院名 住所 電話

佐藤歯科医院 山本郡三種町鹿渡字片カリ橋62 (0185)87-2453

嶋田歯科医院 山本郡三種町森岳字小狭間155 (0185)83-3318



■　横手

医院名 住所 電話

小川歯科医院 横手市大町7-19 (0182)32-0019

鈴木歯科 横手市四日町4-8 (0182)36-1184

小坂歯科医院 横手市四日町6-2 (0182)36-4182

ほしの歯科医院 横手市田中町4-34 (0182)32-2344

石田歯科医院 横手市寿町3-2 (0182)32-2482

横手駅前歯科医院 横手市駅前町3-14 (0182)32-6480

熊谷歯科クリニック 横手市駅前町8-3 (0182)32-8877

吉川歯科クリニック 横手市安田字縄手添1 (0182)32-3722

藤田歯科クリニック 横手市前郷字大乗院塚45-3 (0182)36-0077

高橋歯科医院 横手市横山町2-12 (0182)33-5031

歯科ヨコテクリニック 横手市神明町13-17 (0182)33-1201

横手みなみ歯科 横手市婦気大堤字婦気前244-6 (0182)32-1182

照井歯科医院 横手市赤坂字大道向14-2 (0182)33-3321

DENTAL CLINIC 田島歯科 横手市平和町2-1 (0182)32-8100

ささき歯科医院 横手市三本柳字寺田197 (0182)33-8020

■　増田

医院名 住所 電話

鴻斗歯科医院 横手市増田町増田字七日町128 (0182)45-3140

後藤歯科医院 横手市増田町増田字月山西13-4 (0182)45-4801

赤沢歯科医院 横手市増田町増田字本町3 (0182)45-2037

■　平鹿

医院名 住所 電話

だいご歯科医院 横手市平鹿町醍醐字太茂田8-1 (0182)56-0515

佐藤歯科医院 横手市平鹿町浅舞字浅舞383 (0182)24-1001

浅舞歯科クリニック 横手市平鹿町中吉田字竹原89-1 (0182)24-1245

■　雄物川

医院名 住所 電話

小野歯科医院 横手市雄物川町今宿字今宿75 (0182)22-4106

竹内歯科医院 横手市雄物川町沼館字沼館318 (0182)22-2001

■　大森

医院名 住所 電話

石成歯科医院 横手市大森町字大中島520-1 (0182)26-2222

ノレーブ歯科クリニック 横手市大森町字湯の島243-1 (0182)38-8120

■　十文字

医院名 住所 電話

小原歯科医院 横手市十文字町西原一番町50 (0182)42-3525

太田歯科医院 横手市十文字町字本町23-4 (0182)42-5585

佐藤歯科医院 横手市十文字町字本町35-3 (0182)42-0408

松野歯科医院 横手市十文字町仁井田字東16－1 (0182)42-1542

梨木歯科医院 横手市十文字町梨木字羽場下14-9 (0182)55-2345

石川歯科医院 横手市十文字町字大道東55-5 (0182)42-0177



十文字歯科クリニック 横手市十文字町字本町6-5 (0182)42-1315

パール歯科 横手市十文字町海道下33-15 (0182)42-4670

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



■　大館市

医院名 住所 電話

門間歯科医院 大館市花岡町猫鼻6-8 (0186)46-3460

古田歯科医院 大館市釈迦内字稲荷山下123-1 (0186)48-6503

谷本歯科医院 大館市有浦1丁目6-23 (0186)49-3588

ありうら歯科医院 大館市有浦3丁目2-62 (0186)49-6480

寺岡歯科医院 大館市御成町3丁目6-52 (0186)43-4334

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

阿部歯科医院 大館市柄沢字狐台2-104 (0186)42-2077

たかはし歯科医院 大館市字谷地町8 (0186)42-4555

神成歯科医院 大館市馬喰町25 (0186)42-0377

根田歯科医院 大館市常盤木町3-14 (0186)42-1733

こう歯科医院 大館市片山町3丁目2-33 (0186)49-1000

佐藤歯科医院 大館市美園町5-56 (0186)49-2067

わたなべ歯科医院 大館市豊町9-32 (0186)45-0120

三の丸歯科医院 大館市字桂城5 (0186)49-3952

佐藤歯科桂城診療所 大館市字桂城8-23 (0186)49-1136

小林歯科医院 大館市字長倉90 (0186)42-0259

石田歯科医院 大館市字大館40-5 (0186)42-5240

越前歯科医院 大館市字大館65 (0186)49-2727

小笠原歯科医院 大館市字三の丸22-2 (0186)43-3161

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

猪野歯科医院 大館市早口字上野44-1 (0186)54-2013

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

医院名 住所 電話

加賀谷歯科医院 北秋田市花園町4-26-1 (0186)63-2772

あじみね歯科医院 北秋田市脇神字高村岱167-3 (0186)62-9226

米内沢歯科医院 北秋田市米内沢字諏訪岱31-2 (0186)72-5176



■　由利本荘市

医院名 住所 電話

おおくま歯科クリニック 由利本荘市赤沼下423-1 (0184)23-6633

金子歯科医院 由利本荘市御門224-2 (0184)24-1550

大坂歯科医院 由利本荘市石脇字田尻野22-31 (0184)24-4156

藤原歯科医院 由利本荘市大浦字八走124-1 (0184)24-5270

佐藤歯科医院 由利本荘市笹道59 (0184)24-2611

御門歯科クリニック 由利本荘市本田仲町72 (0184)23-8241

志村歯科医院 由利本荘市花畑町1丁目73 (0184)22-1787

斎藤歯科診療所 由利本荘市美倉町47-1 (0184)24-4182

武田歯科医院 由利本荘市桶屋町124 (0184)22-5208

しんどう歯科クリニック 由利本荘市砂子下7-3 (0184)28-1123

佐藤医院歯科 由利本荘市矢島町七日町字曲り渕128-1 (0184)56-2045

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

蔵小路歯科クリニック 由利本荘市岩城亀田大町字蔵小路11 (0184)62-5858

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

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

さいとうデンタルクリニック 由利本荘市東梵天190-1 (0184)74-3110

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

■　にかほ市

医院名 住所 電話

すずき歯科医院 にかほ市平沢字清水尻136－1 (0184)37-2711

小松歯科医院 にかほ市平沢字八森24-3 (0184)36-2300

古田歯科医院 にかほ市象潟町字浜山52-1 (0184)43-2808



■　大曲

医院名 住所 電話

井関歯科医院 大仙市朝日町4-14 (0187)63-8100

船木歯科医院 大仙市大曲中通町2-17 (0187)63-0027

嶋村歯科クリニック 大仙市大曲中通町8-32 (0187)62-0410

大曲厚生医療センター　歯科
口腔外科

大仙市大曲通町8-65 (0187)63-2111

金子歯科クリニック 大仙市大曲丸子町7-31 (0187)63-7300

髙橋ひろし歯科医院 大仙市大曲田町12-20 (0187)63-1230

田口歯科医院 大仙市大曲田町28-30 (0187)63-7117

こまい歯科医院 大仙市大曲上大町7-11 (0187)62-4189

髙橋歯科医院 大仙市大曲栄町3-23 (0187)62-5058

ホワイト歯科医院 大仙市大曲日の出町2丁目4-16 (0187)86-3180

みちのく政宗デンタルクリ
ニック

大仙市福田町22-23-7イオンタウン大曲福田ショッ
ピングセンター内

(0187)63-7803

タケダ歯科クリニック 大仙市飯田字大道端3-1 (0187)62-6480

おやしき歯科クリニック 大仙市角間川町字東本町6 (0187)65-2002

角間川歯科医院 大仙市角間川町字中前田11 (0187)65-3536

大曲中通歯科診療所 大仙市大曲上栄町4-3 (0187)62-2323

はら歯科医院 大仙市大花町12-3-11 (0187)88-8418

■　神岡・南外

医院名 住所 電話

船木歯科医院 大仙市神宮寺字本郷野22-4 (0187)72-3222

髙橋歯科医院 大仙市神宮寺字本郷野125-9 (0187)72-3211

畠山歯科医院 大仙市南外字落合24-3 (0187)74-3115

■　西仙北・協和

医院名 住所 電話

小坂歯科医院 大仙市刈和野字愛宕町25 (0187)75-1015

冨塚歯科医院 大仙市刈和野字川原田2-28 (0187)75-1125

協和町歯科診療所 大仙市協和境字野田21-3 (018)892-3166

■　中仙

医院名 住所 電話

長尾歯科医院 大仙市長野字紫嶋48-2 (0187)56-4405

■　太田・仙北

医院名 住所 電話

たかはし歯科クリニック 大仙市高梨字田茂木84 (0187)62-6800

仙北歯科医院 大仙市福田字穴沢47 (0187)69-2828

太田歯科診療所 大仙市太田町横沢字窪関南505-3 (0187)88-1400

冨岡歯科医院 大仙市太田町中里字二十町98 (0187)88-1123



■　仙北市

医院名 住所 電話

市立角館総合病院歯科 仙北市角館町上野18 (0187)54-2111

カワラダ歯科医院 仙北市角館町上菅沢164-2 (0187)55-1188

さくら歯科医院 仙北市角館町小館28-18 (0187)54-2747

祐生堂医院歯科 仙北市角館町竹原町26 (0187)53-2268

田口歯科クリニック 仙北市角館町竹原町39 (0187)53-2212

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

ささき歯科医院 仙北市田沢湖神代字堂ノ西6-9 (0187)44-3548

■　美郷町

医院名 住所 電話

小西歯科医院 仙北郡美郷町六郷字荒町6 (0187)84-1118

高山歯科医院 仙北郡美郷町土崎字上野236-4 (0187)85-3911

たかはし歯科医院 仙北郡美郷町境田字下八百刈218 (0187)82-1118



■　湯沢市

医院名 住所 電話

佐野歯科医院 湯沢市倉内字布川5-4 (0183)72-8686

高橋歯科医院 湯沢市岩崎字岩崎71 (0183)73-2911

佐藤歯科医院 湯沢市前森1丁目2-11 (0183)73-2720

守口歯科クリニック 湯沢市佐竹町5-1 (0183)73-4646

小番歯科医院 湯沢市佐竹町9-34 (0183)73-2647

湯沢歯科クリニック 湯沢市表町2丁目7-33 (0183)73-2098

田中歯科医院 湯沢市大町1丁目2-35 (0183)73-2314

田尻歯科医院 湯沢市田町2丁目5-35 (0183)72-1288

大友歯科医院 湯沢市材木町1丁目2-36 (0183)72-1181

山本歯科医院 湯沢市千石町4丁目1-20 (0183)72-6859

愛宕歯科クリニック 湯沢市西愛宕町5-12 (0183)72-6855

川連歯科医院 湯沢市川連町字大舘上山王17-10 (0183)42-4666

秋野歯科医院 湯沢市横堀字旭町37 (0183)52-2511

姉崎歯科医院 湯沢市小野字西堺91-3 (0183)52-2330

芳賀歯科医院 湯沢市大工町2-29 (0183)73-8148

■　羽後町

医院名 住所 電話

荘司歯科医院 雄勝郡羽後町貝沢字雀田13-2 (0183)62-5126

柴田歯科医院 雄勝郡羽後町字川原田31 (0183)62-5001

志水歯科医院 雄勝郡羽後町字南西馬音内314 (0183)62-1338

■　東成瀬村

医院名 住所 電話

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



■　男鹿市

医院名 住所 電話

太田歯科医院 男鹿市船越字船越303 (0185)35-3441

児玉歯科医院 男鹿市船越字前野98-90 (0185)35-4616

志田歯科医院 男鹿市船川港金川字金川台1-2 (0185)24-3800

小西歯科医院 男鹿市船川港船川字外ヶ沢125-6 (0185)23-3310

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

もりやま歯科医院 男鹿市脇本富永字野田12-2 (0185)25-3054

清水歯科医院 男鹿市船越字本町1-29 (0185)35-3737

■　潟上市

医院名 住所 電話

おおくぼ歯科診療所 潟上市昭和大久保字街道下96-3 (018)877-7111

大坂歯科医院 潟上市昭和豊川竜毛字下斉藤田7 (018)877-2288

石井歯科クリニック 潟上市天王字長沼40-14 (018)873-5111

敬徳会歯科診療所 潟上市天王字上江川47 (018)878-6800

でとまち歯科クリニック 潟上市天王字北野223-244 (018)870-6511

高橋歯科医院 潟上市飯田川下虻川字屋敷129-3 (018)877-2356

■　五城目町

医院名 住所 電話

■　八郎潟町

医院名 住所 電話

■　井川町

医院名 住所 電話

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

■　大潟村

医院名 住所 電話



■　鹿角市

医院名 住所 電話

近江歯科クリニック 鹿角市花輪字下タ町117-1 (0186)23-7228

あんどう歯科医院 鹿角市花輪字八正寺7-2 (0186)23-3927

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

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

ちゃこ歯科クリニック 鹿角市十和田毛馬内字上寄熊15-1 (0186)35-2110

田子歯科医院 鹿角市十和田毛馬内字城ノ下73 (0186)35-3639

■　小坂町

医院名 住所 電話

谷本歯科クリニック 鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平19-14 (0186)29-3200
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