
診療所名 電話番号 住　　　　　　　　　　所
青葉歯科医院 017-782-1378 青森市里見１－８－３６
秋元歯科医院 017-766-7000 青森市浪館前田４－９－３
あさだ歯科医院 017-744-2908 青森市浜館４－５－１８
阿部歯科医院 017-741-6266 青森市栄町２－２－１８
阿保歯科 017-722-3686 青森市長島１－３－１７
天内歯科 017-777-2685 青森市旭町１－２－２８
荒内歯科矯正歯科 017-736-6686 青森市八重田１－４－１６
石江歯科クリニック 017-766-1515 青森市石江字江渡１８－２
石江ミナトヤ歯科医院 017-781-5888 青森市富田１－１３－１８
いちかわ歯科クリニック 017-761-1107 青森市里見１－１３－３３
一戸歯科矯正歯科医院 017-734-0696 青森市中央１－２８－５
S DENTAL CLINIC 佐藤歯科 017-763-5418 青森市篠田３－２－１３
江良歯科 017-722-8828 青森市中央１－１７－１３
大澤歯科医院 017-788-1411 青森市羽白字沢田４４－８
大空歯科クリニック 017-718-4511 青森市浪館前田４－２９－２０
小笠原歯科医院 017-734-7841 青森市松原３－１４－２７　タケダビル２０２号 
小川歯科診療所 017-742-5070 青森市佃２－２－３
おきだて歯科クリニック 017-766-2322 青森市沖館５－２０－１１
奥瀬歯科医院 017-722-4703 青森市新町１－１２－５
奥野ミナトヤ歯科医院 017-723-3077 青森市桂木４－４－１０
長内歯科医院（幸） 017-776-3404 青森市本町１－７－１
長内歯科医院（由） 017-722-3760 青森市古川１－１８－１
おさり歯科サンロードクリニック 017-732-1822 青森市緑３－９－２　サンロード青森４Ｆ
小山歯科医院 017-776-5900 青森市古川２－１－６
おりかさ歯科クリニック 017-761-5533 青森市三好１－１３－７
かきざき歯科クリニック 017-787-3210 青森市新城字平岡１７４－１０
カタヤ歯科医院 017-743-6464 青森市合浦１－１４－１２
かわさき歯科医院 017-743-1008 青森市造道３－２４－２
神田歯科医院 017-782-8359 青森市浪館前田４－２－１４
北川歯科医院 017-738-8188 青森市筒井４－５－１７
北畠歯科医院 017-763-0677 青森市石江字江渡４－１０－１Ｆ
工藤歯科医院 017-776-7756 青森市長島４－１１－１
熊谷歯科（恒） 017-776-5124 青森市古川３－１７－１
熊谷歯科医院（拓） 017-734-0686 青森市堤町２－２１－１
源内歯科クリニック 017-766-4188 青森市富田１－２６－１
Koji Dental Clinic 017-741-2100 青森市花園１－５－１１
後藤歯科医院 017-781-3130 青森市篠田１－２５－８
小林歯科クリニック 017-739-9963 青森市青葉１－１－１８
こまい歯科クリニック 017-773-3510 青森市橋本３－１８－１１
今歯科医院 017-777-2146 青森市旭町１－１５－８
桜川歯科医院 017-743-6881 青森市桜川３－１４-１７
桜田歯科医院 017-738-7511 青森市野尻字今田１１
桜庭歯科医院 017-739-7575 青森市青葉２－１０－２
サクラヰ歯科医院 017-775-3951 青森市長島２－２５－４　サクラヰビル２Ｆ
佐々木歯科医院 017-777-1087 青森市久須志１－１３－１９
さとう歯科 017-774-3223 青森市久須志３－２－１３
三戸歯科クリニック 017-763-5218 青森市浪館前田４－１２－１３
三和会歯科クリニック 017-766-1231 青森市三内字稲元１２２－２
塩崎歯科医院 017-741-3338 青森市桜川５－２－１１
JUN Dental Clinic 017-773-6680 青森市奥野２－２０－１３
白取歯科医院 017-726-0188 青森市平新田字森越１２－３１
新城ミナトヤ歯科医院 017-788-8148 青森市新城字山田１１－１
鈴木歯科矯正歯科医院 017-781-0032 青森市篠田２－２１－７
スマイルの歯科クリニック 017-783-3988 青森市沖館４－２－４７
せき歯科クリニック 017-738-8148 青森市幸畑１－２２－１０

歯周疾患検診指定医療機関一覧



診療所名 電話番号 住　　　　　　　　　　所
せきの歯科医院 017-764-4181 青森市横内字亀井５９－３
ダイヤ歯科クリニック 017-739-6874 青森市大野字山下１７１－１７
たかはし歯科クリニック 017-775-0077 青森市古川３－１４－６
高橋正雄歯科医院 017-777-8064 青森市橋本３－９－２１
高畑歯科医院 017-723-3358 青森市浜田字玉川１４１－３
たかや歯科クリニック 017-729-8110 青森市浜田２－１５－１８
たきさわ歯科クリニック 017-787-1515 青森市油川字浪岸３
たきや歯科医院 017-742-0939 青森市花園２－２１－１
竹浪歯科医院 017-728-2811 青森市幸畑１－２０－１５
たしろ歯科医院 017-766-4182 青森市篠田２－１８－８
田村歯科医院 017-782-6351 青森市千刈２－１－３４
千歳歯科医院 017-777-1000 青森市勝田２－３－１０
中央歯科クリニック 017-777-6050 青森市長島２－１２－６
つくだ歯科クリニック 017-742-9148 青森市南佃２－１６－１２
対馬歯科医院 017-736-2355 青森市八重田４－１－１３
てつや歯科クリニック 017-765-3655 青森市桜川８－６－１０
とき歯科 017-736-1515 青森市原別５－９－１
とやま歯科医院 017-762-7275 青森市蛍沢３－１３－８
成田歯科矯正歯科医院 017-722-8214 青森市堤町２－２１－７
新山歯科矯正歯科医院 017-777-6570 青森市青柳２－４－１５
西巻デンタルオフィス青森 017-721-6166 青森市長島１－６－６　クロスタワーア・ベイ３Ｆ
のぎわデンタルクリニック 017-788-4182 青森市羽白字沢田３００－４
長谷川歯科医院 017-774-3268 青森市奥野３－１２－９
畑中歯科医院 017-741-5179 青森市栄町２－９－１３
はなぞの歯科クリニック 017-762-7651 青森市花園２－５－１１
東青森駅前まがら歯科 017-741-1180 青森市南佃１－４－１６
藤川歯科医院 017-722-7819 青森市橋本２－１２－１
ふじもと歯科医院 017-762-2030 青森市荒川字柴田１５－２
布施歯科医院 017-742-8470 青森市浪打１－１５－２
船越歯科医院 017-743-0321 青森市栄町２－８－１８
フラワー歯科医院 017-723-8898 青森市緑３－４－２１
訪問歯科クリニック　こすもす 017-752-7084 青森市野尻字今田９８－１
堀内歯科医院 017-734-1707 青森市中央１－２７－１
ホワイト歯科医院 017-741-8855 青森市佃１－２０－１０
本田歯科医院 017-773-5110 青森市中央１－５－８
牧歯科医院 017-775-8881 青森市古川１－１６－１１
まつもと歯科医院 017-741-6480 青森市中佃１－１７－７
三浦歯科医院 017-726-4618 青森市はまなす２－１８－１６
ミドリデンタルクリニック 017-777-3232 青森市緑２－１３－１４
ミント歯科クリニック 017-739-9755 青森市東大野１－６－１０
むつ歯科医院 017-777-1840 青森市金沢３－１１－１５
むらかみ歯科クリニック 017-777-8244 青森市金沢３－３０－２３
村田歯科医院 017-743-1600 青森市栄町１－１１－６
むらた歯科医院 017-741-8880 青森市岡造道２－３－１８
柳谷歯科医院 017-739-1766 青森市青葉３－１－９
やまうち歯科医院 017-729-0788 青森市大野字前田７４－９３
山口歯科医院 017-777-6887 青森市本町５－４－２　小関耳鼻科２Ｆ　
山田歯科医院 017-774-6006 青森市勝田２－４－９
ヤマダ歯科矯正歯科クリニック 017-739-1112 青森市浜田字玉川２４４－４
やまもと歯科 017-721-5230 青森市浜田字玉川２７－４
よこうち歯科 017-763-2121 青森市羽白字富田３３１－１
よしかわ歯科医院 017-728-2530 青森市筒井字八ツ橋１３８２－２２
米澤デンタルクリニック 017-729-1234 青森市浪館字泉川２２－４
若井歯科医院 017-741-1470 青森市小柳３－１５－８
渡辺歯科クリニック 017-764-6474 青森市大野字前田６７－３１


