
診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

桑名市　　　　　 電話　市外局番　（0594）

(医)普照会森栄病院 森栄歯科 内堀28-1 23-0452 むつみ歯科クリニック 大央町48-5第2大和ビル2Ｆ 21-9399

丹羽歯科 伊賀町47 23-7788 たか歯科クリニック
太一丸687-1
バロー桑名東店1F

87-5320

石垣歯科医院 江場2丁目65-2 23-5600 アップル歯科 大福雀塚472-2 24-3011

中山歯科医院 江場松原1620 22-6161 みずの歯科 大福宮東305-1 27-5511

（医）山崎歯科医院 江場屋敷349-3 22-0358
やまが歯科・
こども歯科クリニック

大福337-1 24-8020

TNデンタルクリニック 江場1552-1 87-6908 永田歯科 多度町香取高割391-1 48-4220

水越歯科医院 大橋通り1丁目346-1 23-2118
（医）好歯会
フローラル歯科クリニック

多度町多度632-1(30街区23) 48-6487

大山田丹羽歯科 大山田1丁目11-3 31-3141 みやた歯科クリニック 多度町多度854-2 48-3710

中野歯科医院 北寺町30 21-8148 船橋歯科 多度町戸津470-5 48-5433

松岡歯科 桑部535-4 24-4929 佐久間歯科医院 常盤町71 23-2388

伊藤歯科医院 坂井518-3 31-2566 桑名歯科 長島町出口63 42-1811

こんどう歯科 桜通18 23-1515 ふじた歯科 長島町西外面1580-1 42-3718

さくら歯科クリニック 桜通41-1 27-1881 津田歯科医院 長島町又木62-5 42-3711

木村歯科医院 清水町14-2 23-6913 近藤歯科医院 長島町又木66-1 42-2880

スマイル歯科 新西方4丁目83 24-0764 かとう歯科医院 西別所石曽根945-3 23-2284

辻歯科医院 新矢田1丁目63-1 22-0311 小川歯科医院 西別所1200-313 23-2070

きじまデンタルクリニック
新矢田2丁目7-1
第2コアビル2Ｆ

23-6606 （医）髙阪歯科医院 額田1622-6 31-7868

ごとう歯科クリニック
桑栄町1-1
サンファーレ南館1F

22-5103 小笠原歯科医院 野田4丁目7-17 32-4182

桑栄歯科 桑栄町2桑栄メイトビル3Ｆ 22-6146 (医)社団 水谷歯科クリニック 芳ケ崎1258-1 31-2211

星野歯科医院 東方堀江町220 23-1182
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診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

桑名市　　　　　 電話　市外局番　（0594）

（医）福島会　ういち歯科 東方1079-7 25-1818 星見ヶ丘田中歯科医院 星見ヶ丘2丁目608 32-3313

正和台うかい歯科 東正和台1丁目7-10 31-8210 星見いとう歯科 星見ヶ丘6丁目105 33-3366

きらり歯科 陽だまりの丘7丁目1512 32-7899 川村歯科医院 安永2丁目1101-5 23-3545

KITADE　DENTAL　CLINIC 陽だまりの丘7丁目1812 33-0001 田中歯科医院 矢田318 22-2043

きたか歯科 福島新町16 23-3154 （医）ヒルカワ歯科 矢田765 22-8336

ファミリー歯科クリニック 星川841-1 32-0001 吉川歯科医院 有楽町65　富士ビル4Ｆ 21-7771

いなべ市　　　　　 電話　市外局番　（0594）
（医）二井歯科医院
にい歯科・矯正歯科

員弁町石仏1906-4 74-4885 森歯科クリニック 藤原町下野尻419 46-4103

太田歯科医院 員弁町上笠田1678-5 74-3188 アゲキ歯科医院 北勢町阿下喜717-3 72-5688

おかもと歯科 大安町石榑東1853-7 78-4141 近藤歯科医院 北勢町阿下喜1058 72-2027

門脇歯科 大安町梅戸南668 77-0086 おぎた歯科クリニック 北勢町阿下喜3519-1 82-1700

（医）とまと歯科 大安町丹生川久下1712-2 78-4618 六石歯科医院 北勢町麻生田3315-1 72-6601

ハギノ歯科 大安町平塚1814-2 78-1777 二之宮歯科医院 北勢町東村西大路280-5 72-8001

木曽岬町　　　 電話　市外局番　（0567）

服部歯科医院 西対海地26-1 68-8148

東員町　　　 電話　市外局番　（0594）

岩田歯科医院 大木1948-1 76-0418 かわせデンタルクリニック 中上232-1 76-1839

ツボイ歯科 笹尾東2丁目3-13 76-3858 大長歯科 長深3383 76-2224

中島歯科 城山1丁目22-1 76-8082 サトウ歯科医院 六杷野新田758-2 76-1919

みやざわ歯科医院 鳥取大華表276-1 87-6000
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診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

四日市市　　　　　 電話　市外局番　（059）
（医）社団　岩崎歯科医院 朝日町1-1 351-0418 生川歯科 富田3丁目1-1 363-0012

せつ歯科医院 鵜の森1丁目2-6 352-8117 みどり歯科 富田3丁目7-32 365-0941

(医)滋誠会デンタルクリニックフクオカ 鵜の森1丁目4-10 353-6800 飯田歯科 富田浜元町1-18 361-7778

かわい歯科医院 鵜の森1丁目10-10 351-6516 （医）社団　早川歯科医院 東富田町11-15 363-1888

菅谷歯科医院 沖の島町1-18 352-3814 やまて通りデンタルクリニック 山手町3308-1 334-8855

（医）にいみ歯科医院 北浜田町3-5 353-5580 浅野歯科医院 赤堀1丁目3-33 354-5001

横田歯科医院 北浜町1-7 352-3734 (医)さざなみ 石塚いとう歯科 石塚町8-2 354-1502

なんの歯科クリニック 三栄町2-15 352-4400 おかもと歯科 城西町13-32 354-1356

カタオカビル小児歯科 三栄町3-14　カタオカビル2Ｆ 354-1184 川村歯科クリニック ときわ2丁目11-3 354-0600

セントラル歯科クリニック 新町6-8 353-3398 あだち歯科クリニック ときわ5丁目4-39 350-4618

しばた歯科 諏訪栄町5-8 ﾛｰﾚﾙﾀﾜｰｼｭﾛｱ四日市201 353-4016 谷口歯科 中川原1丁目6-26 354-1223

デンタルクリニック菊池歯科 諏訪栄町6-3フォーデーワンビル3Ｆ 351-0345 いちかわ歯科クリニック 中川原1丁目621-3 359-4182

坂井歯科 諏訪栄町15-4　新諏訪ビル5Ｆ 352-2303 羽田歯科医院 西松本町4-16 352-5418

（医）明陽会　かなや歯科医院 諏訪栄町21-3 354-3678 （医）コンドウ歯科医院 松本3丁目10-2 357-4618

東歯科医院 諏訪町3-15 353-6226 多田歯科医院 泊塚原町834-1 346-4618

ReBon Dental Clinic 諏訪町13-8 アトレ諏訪新道1Ｆ 340-5400 こざわ歯科クリニック 日永4丁目2-41
日永カヨーショッピングセンター別館1Ｆ 346-1818

前野歯科 中部12-5 353-3716 日永しばた歯科 日永西2丁目5-25 ハーモニー日永1Ｆ 337-8898

うすい歯科 中浜田町3-28　大進ビル2Ｆ 351-8548 山下歯科 日永西2丁目20-12 346-2810

坂井ファミリー歯科 西浜田町6-13 352-9222 日永歯科 日永西3丁目1-16 345-9933

スズキ歯科医院 浜田町7-13-2 353-1519 服部歯科医院 日永東3丁目9-15 346-4780

ひろ歯科医院 堀木1丁目1-20 354-5400 寺嶋歯科 小林町3008 321-1180

岡本歯科 元新町5-17 352-4008 （医）笹川歯科 笹川2丁目19 322-1084

（医）隆志会　西城歯科 安島2丁目10-9 351-5539 あしたば歯科医院 笹川3丁目37-1 321-0026

寺本歯科医院 天カ須賀2丁目23-25 365-8241 高花平デンタルクリニック 高花平3丁目1-3 320-3331

さとう歯科 天カ須賀5丁目2-6 363-5353 後藤歯科 西日野町3162 322-1422

イトウ歯科クリニック 富田一色町2-10 364-7711 うさぎ歯科 采女が丘1丁目160 345-8877

ひぐち歯科クリニック 松原町5-28 364-6480 内部歯科 采女町1566-1 347-2121

たつみ歯科 松原町15-13 364-8834 うねめ歯科 采女町2042-2 347-1077

かたやま歯科 松原町34-10 366-0500 本郷歯科医院 小古曽1丁目6-17 345-0351

さらの木歯科 富田2丁目9-20 365-1344 （医）ひつじ歯科・口腔外科クリニック 小古曽6丁目8-4 349-6480
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診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

四日市市　　　　　 電話　市外局番　（059）
おざわ歯科 貝家町山川1398-26 320-3580 すぎはら歯科 上海老町712-1 326-7771

かとう歯科 波木町215-1 321-4147 ほんごう歯科 伊坂台1丁目167 365-3715

しおはま歯科 塩浜本町2-10 345-2522 成田歯科 伊坂町1763-1 365-8148

今村歯科クリニック 七つ屋町19 346-5665 きりん歯科 平津新町260-362 329-5488

三鈴歯科 鹿間町193-2 328-2255 かしましか 平津町288 364-7666

さいとう歯科クリニック 浮橋1丁目13-3 322-6071 (医)HIMAWARI 歯科診療所ひまわり 山分町八重田491-1 361-5100

（医）辻歯科医院 川島町6000-144 322-6677 市川歯科 山城町1149-1 337-2208

みたき歯科医院 小生町795 322-1118 マサミ歯科クリニック富田西診療所 川北1丁目12-15 364-2134

かわむら歯科医院 曽井町東門田60-1 326-9191 すずき歯科クリニック 松寺1丁目5-21 364-8489

ハーモニィ歯科 高角町2732-1 325-2377 橋本歯科 大治田1丁目2-21 345-3787

（医）桜花台おかべ歯科 桜花台1丁目48-6 326-6483 中野歯科 河原田町1404-111 346-7171

坂井歯科 桜町547 326-2231 羽田歯科 中野町1037-2 339-0038

しんじ歯科クリニック 智積町6732-7 325-3434 阿倉川歯科医院 阿倉川町12-3 331-6400

（医）優駿会　タカダ歯科医院 生桑町1687-1 333-4182 江尻歯科 西阿倉川10-1 333-2177

生桑いとう歯科医院 生桑町高田651-2 333-5955 もと歯科クリニック 野田2丁目5-18 334-8255

山内歯科 小杉新町138 333-6480 伊藤歯科医院 楠町小倉765-1 397-4118

水谷歯科医院 小杉町中才305-1 333-6160 古橋歯科 楠町北五味塚2042-2 397-5931

はしもと歯科 東坂部町1577-1 333-6733 田中歯科医院 楠町南五味塚197-5 397-2883

かわかみ歯科 東坂部町坊ノ山2260-1 337-8241 （医）NO.ZA.KI　野崎歯科医院 楠町南五味塚290-2 397-2146

菰野町　　　 電話　市外局番　（059）
秋山歯科 大強原牛池3827 394-5252 はやし歯科医院 菰野1717-1 391-1818

おぐら歯科医院 音羽659-1 391-0840 伊藤歯科 田光2230 396-2255

山中歯科医院 菰野826 393-4100 福村歯科 福村83-1 394-1011

山根歯科医院 菰野1422 393-2668 いながき歯科 福村420-3 394-4618

朝日町　　 電話　市外局番　（059）
あさひ歯科 縄生523-2 377-4568 柿沢歯科クリニック 柿541 377-3211

朝日つげ歯科 小向925 376-0888 わたなべ歯科クリニック 向陽台2丁目15-19 376-2003

川越町　　 電話　市外局番　（059）
陣田歯科 豊田188-2 363-0418 永田歯科医院 豊田324 364-8899

森谷歯科 豊田273 364-1777 さかのデンタルクリニック 豊田一色179-5 363-1182
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診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

鈴鹿市　　　　　 電話　市外局番　（059）

あかつか歯科クリニック 秋永町775-1 380-4618 (医)重幹会　かわむら歯科 加佐登2丁目20-1 389-7760

磯山歯科 東磯山2丁目22-17 386-5027 川村歯科 算所町1242-1 378-7086

いちば歯科 長太栄町3丁目17-20 389-7064 ごとうしんじ歯科室 東旭が丘4丁目5-6 388-5454

伊東歯科医院 石薬師町1708 373-1188 こにし歯科 東玉垣町2555-1 369-2603

岩沢歯科 白子3丁目2-12 387-5520 (医)さかえ歯科医院 中江島町20-13 387-1000

うえしま歯科 住吉1丁目24-25 370-6004 サン歯科クリニック 郡山町2001-36 372-1771

エンゼル歯科クリニック 稲生1丁目16-18 388-1600 庄野歯科 平田本町2丁目19-3 370-0880

大井歯科医院 野町東2丁目4-6 387-1431 白子小児歯科 白子町2979-1 386-8903

(医)大木会　大木歯科医院 南長太町鎗添2504-2 395-1000 末広歯科 末広東15-3 384-0022

岡田歯科 加佐登3丁目11-6 378-8545 スズカ歯科 寺家2丁目22-10 386-3911

小川歯科 神戸8丁目27-32 382-0463
（医）大寿会
鈴鹿回生歯科診療所

国府町175 375-5555

垣内歯科医院 岸岡町八反坪3158-1 383-6877
（医）緑和会
鈴鹿グリーン歯科

道伯5丁目23-32 375-5700

垣内歯科　住吉診療所 住吉4丁目20-38 379-1948 たなか歯科 岡田町1202-3 382-8148

笠井歯科医院 算所1丁目1-17 378-0578 玉垣歯科医院 南玉垣町6771 382-8041

かめだ歯科 稲生西3丁目14-36 388-0044 中條歯科医院 南江島町18-35 388-0158
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診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

鈴鹿市　　　　　 電話　市外局番　（059）

千代崎歯科医院 岸岡町3085-2 388-1200 原田歯科医院 算所5丁目12-19 378-8351

デンタルフリーまちこクリニック 安塚町664-5 392-7018 萬代歯科 柳町1518-2 382-4618

十宮歯科医院 十宮4丁目3-12 383-8011 フレンド歯科 地子町814-33 382-8855

長井歯科 寺家5丁目23-21 388-3535 北條歯科医院 若松東2丁目1-12 385-0201

長井歯科旭が丘クリニック 東旭が丘1丁目3-10 387-8828 北條歯科医院稲生診療所 稲生2丁目15-12 386-0891

中村歯科医院 神戸4丁目6-26 384-1270 まとばデンタルクリニック 白子町箱塚280-1 388-8300

長太ノ浦歯科医院 北長太町633-5 385-4520 まゆみ歯科医院 徳居町560-1 372-6474

(医)鈴鳴会　鳴神歯科 南江島町12-22 386-0202 もとはし歯科 国府町貝下1540-3 370-0105

(医)幹人会　鳴神歯科 神戸5丁目1-20 382-0140 ももい歯科 西条5丁目68 382-4578

なるかわ歯科医院 白子本町11-35 388-3223 茂理歯科医院 白子町64-1 386-0153

にえ歯科 石薬師町571-38 374-2002 山口歯科医院 平田東町2-22 379-3122

野町歯科医院 野町中1丁目1-10 388-5280 ゆあさ歯科医院 竹野2丁目19-11 384-8092

はしもと歯科 高岡台2丁目1-8 349-3918 ゆたか歯科 中江島町15-20 388-0707

早川歯科医院 長沢町1166-1 371-1700 ゆみ子歯科 白子3丁目1-20 388-4936

林歯科医院 末広北2丁目8-20 383-1772 和田歯科クリニック 東江島町27-17 388-7700

羽山歯科 国府町7772-6 375-5538
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診療所名 住所 電話

亀山市　　　　

生川歯科 阿野田町下垣戸1674-1 83-1300

久保田歯科クリニック 亀田町380-23 83-0808

北町もり歯科 北町390-1 83-1260

伊藤歯科医院 関町木崎769-1 96-0390

金原歯科医院 長明寺町594-2 82-4615

堀デンタルクリニック 東台町1-14 82-0037

OKA DENTAL CLINIC　岡歯科医院 東町1丁目3-2 82-0140

塚田歯科医院 本町3丁目10-4 83-5454

みずきが丘歯科クリニック みずきが丘69-5 84-4844

落合歯科クリニック みずほ台1-312 83-1166

岡田歯科医院 みどり町55-21 82-8886

秋本歯科医院 御幸町231 82-0115

林歯科医院 和田町1488-274 82-9217

かめやま歯科口腔クリニック 和田町1488-318 84-0084

平成29年度三重県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査 実施歯科医療機関一覧
（亀山地区）

電話　市外局番　（0595）　　　



診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

津市　　　　　 電話　市外局番　（059）
中村歯科 江戸橋1丁目103-2 232-0085 駒田歯科医院 安東町2071-2 222-5520

川口歯科 栄町2丁目362 ﾀﾞｲｱﾅﾎﾟﾘｽ桜橋 229-4848 川森歯科クリニック 一身田上津部田63-1 233-6480

笠原歯科 栄町3丁目279 225-2535 （医）昭友会　中嶋歯科医院 一身田上津部田1337-12 226-2687

寺辺歯科医院 栄町4丁目249 228-3623 （医）上津デンタルクリニック 一身田上津部田3083 225-8020

内原歯科 広明町120-2 225-6006 津ファミリア歯科 観音寺町442-11 246-8220

大橋歯科医院 広明町358 226-7757 ナカノ歯科クリニック 観音寺町446-68 213-7770

川田デンタルクリニック 広明町418-5 221-3377 西尾歯科 観音寺町799-7 TTCビル2Ｆ 229-5723

山口歯科 広明町371 ハシモトビル2Ｆ 226-8949 もりかわ歯科 渋見町554-15 223-6565

スバル歯科 大谷町94-7 228-1600 増井歯科 長岡町800-501 221-0200

神山歯科診療所 上浜町1丁目184 228-2084 いとう歯科 長岡町3018-5 226-9161

かどやま歯科医院 上浜町2丁目191-1 229-1181 むらた歯科クリニック 殿村335-1 237-5400

すずき歯科 羽所町513 229-1648 あい歯科クリニック 殿村445-1 237-2233

アスト津デンタルオフィス 羽所町700　アスト津2F 221-5511 宮崎歯科医院 片田志袋町1195 237-0029

高山歯科医院 乙部5-8 228-4848 とも歯科クリニック 白塚町北永定2288-1 211-0077

前田歯科医院 乙部12-11 226-3914 さいとう歯科矯正歯科 栗真中山町685-30 231-0173

海岸歯科クリニック 乙部31-11 223-4182 花井歯科クリニック 栗真小川町703-1 233-0066

クリーン歯科クリニック 乙部2018 227-1736 ふかだ歯科医院 一身田大古曽690-2 232-0888

美濃歯科医院 大門4-3　岡半ビル2Ｆ 226-2191 戸田歯科医院 一身田町365 232-2039

田中歯科 大門15-16 228-6444 宮村歯科医院 一身田町586 232-2136

（医）みのうら歯科医院 大門33-13 228-4453 （医）恵仁会　鳴神歯科医院 大里窪田町高入2446 232-2101

太田歯科医院 東丸之内18-40 228-3638 やまもと歯科 大里窪田町平尾前1552-1 233-5418

こいえ歯科口腔外科 東丸之内21-6 224-9298 川村歯科クリニック 香良洲町1156 292-3402

中西敏也歯科 中央2-5ル・ソバージュビル 226-8844 あさの歯科医院 柳山津興656-2 226-6488

おおさわ歯科矯正歯科医院 中央13-4 222-2000 かんだ歯科 阿漕町津興1094-3 213-2233

もりもと歯科医院 西丸之内7-1 221-6600 （医）いとうデンタルクリニック 藤方143-1 235-5755

（医）正歯会 中村歯科クリニック 西丸之内27-17 225-2389 岩名歯科クリニック 藤方1167-1 222-8110

伊藤歯科医院 新町1丁目7-5 224-7555 小林歯科医院 藤方1592-5 225-1533

カワラダ歯科・口腔外科 新町2丁目5-52 226-8500 坪井歯科医院 藤方2402-6 226-7666

平成29年度三重県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査 実施歯科医療機関一覧（津地区）



診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

津市　　　　　 電話　市外局番　（059）
はやし歯科医院　高茶屋診療所 高茶屋小森町356-2林歯科ﾋﾞﾙ1F 234-0118 天野医院 久居西鷹跡町475-3 259-2002

紀平歯科 高茶屋小森町2601-1 235-2029 にしい歯科医院 久居幸町1180 255-2410

稲葉歯科医院 城山3丁目4-46 234-2319 加藤歯科 久居本町1351 255-2418

おむら歯科医院 高茶屋6丁目11-76 234-2363 タナベデンタルクリニック 久居本町1539 256-6000

椋本歯科医院 垂水33-19 227-7712 勝田歯科医院 久居東鷹跡町9 255-2044

みなみがおか歯科・矯正歯科 垂水1247-6 224-4000 まんよし歯科 戸木町7860-2 255-1050

(医)たなか歯科医院南が丘診療所 垂水2929-4 227-8133 前田歯科クリニック 庄田町2405-3 256-8211

でぐち歯科 南ケ丘1丁目21-7 246-6480 武藤歯科医院 河芸町千里ケ丘40-18 245-1555

かまたに歯科 半田青谷3438-3 223-0470 岩崎歯科医院 河芸町東千里22-1 245-4118

樋口歯科医院 半田池町582-1 225-3095 （医）大杉歯科医院 河芸町東千里175-2 245-5358

なかせ歯科 半田平木309-1 213-8080 (医)陽だまり会おおかわ歯科クリニック 河芸町中別保186-1 245-3125

辻野歯科医院 本町7-7 225-8011 駒田歯科医院 河芸町一色1446-3 245-5033

亀井歯科 本町23-16 227-5673 森歯科クリニック 美里町三郷405-3 279-7070

平沢歯科 本町35-12　丸善ビル3Ｆ 227-5011 玉置歯科医院 芸濃町椋本717-1 265-2064

山本歯科医院 大倉20-30 228-1411 細川歯科 芸濃町椋本5031-1 265-4711

礒田歯科医院 修成町8-4 226-7631 いのまた歯科 高野尾町1890-3 230-1118

ひさいインター歯科 久居明神町2522 256-4618 豊里歯科 豊が丘4丁目2-10 230-1958

こう歯科 久居明神町風早2099-1 272-4618 佐南歯科医院 安濃町浄土寺330-1 268-1514

岸畑歯科 久居北口町498-2 256-5180 のだ歯科クリニック 安濃町川西1386-4 268-5333

楠原歯科医院 久居寺町1232-55 256-0951 西本歯科医院 一志町八太1543-3 293-0220

ナカニシ歯科医院 久居中町276-7中西ビル2Ｆ 256-4515 前田歯科医院 一志町田尻79-1 293-1450

かとうデンタルクリニック 久居射場町65-1 256-4611 稲森歯科医院 白山町川口42-1 262-0046

とく歯科 久居井戸山町109 273-6381 吉田歯科医院 白山町川口2451 262-4523

ふくもり歯科 久居井戸山町868-5 255-1419 正木歯科 白山町中ノ村130 262-5252

中川歯科医院 久居新町766-20 255-2648 カガミ歯科診療所 白山町藤176 262-3066

桑名歯科医院 久居新町3006 ポルタひさい2Ｆ 254-3300 滝川歯科医院 白山町南家城759 262-3026

平澤歯科医院 久居二ノ町1756 255-2653 （医）和光会　美杉歯科診療所 美杉町八知5580-2 272-1118

平成29年度三重県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査 実施歯科医療機関一覧（津地区）



診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

松阪市　　　　　 電話　市外局番　（0598）

（医）葵会　あい歯科医院 川井町532-1 26-7575 田中歯科 嬉野下之庄町782 42-7878

飯高歯科診療所 飯高町宮前1103-2 46-0154 たなか歯科医院 飯南町粥見4204-1 32-5000

礒田歯科医院 魚町1671 21-0606 谷歯科医院 田村町362-1 26-4595

いとう歯科クリニック 田村町六才439-2 26-6040 塚本歯科診療所 塚本町593-3 22-0578

うえばやし歯科医院 豊原町283-1 28-5518 継松歯科医院 垣鼻町807 21-0758

植松デンタルクリニック 下村町522-6 60-0677 つだ歯科 湊町227 21-0844

大市歯科医院 殿町1292 21-1497 デンタルクリニックまつい 深長町767-1 58-1234

大森歯科医院 小津町504 56-4184
（医）健良歯会
デンタルクリニックよしだ

久保田町4-3 21-0418

岡田歯科医院 大黒田町202 21-2399 ながい歯科医院 上川町2210 28-5000

岡田歯科医院 小野江町316-3 56-3011 中北歯科医院 中央町331-1 51-6373

小田歯科医院 川井町2596 21-1262 中瀬歯科医院 湊町119-6 21-1561

学園前歯科医院 下村町813-2 29-6020 西岡歯科医院 嬉野町1394-50 42-5506

かわいまち歯科口腔医院 川井町910-1 31-3117 西川歯科医院 大黒田町540-1 26-5066

北野歯科 長月町12 21-0649 西村歯科・矯正歯科クリニック 駅部田町七元1047-9 21-0075

クローバー歯科 岡本町220-5 25-0002 畑中歯科医院 駅部田町1705 26-7318

小林歯科医院 中町1903-2 21-1653 浜瀬歯科室 大黒田町1765 21-6313

こむらデンタルクリニック 船江町471-1 31-1532 （医）尚志会　林歯科医院 嬉野須賀領町507-1 42-7272

阪口歯科 鎌田町692-30 51-5510  (医)つかさ会 林歯科クリニック 小片野町46林歯科ビル3Ｆ 34-0050

歯科クリニック花 内五曲町24-1 26-8787 東歯科医院 宝塚町717-19 26-3308

杉山歯科医院 嬉野中川新町4丁目127 48-2121 ヒガデンタルクリニック 櫛田町両田50-28 28-6048

杉山歯科・矯正歯科クリニック 五十鈴町71 21-1688 ファミリー歯科みの 大黒田町西林1761 23-2505

すずき歯科クリニック 駅部田町花岡1888-37 25-3111 藤井歯科医院 飯高町宮前中切270-1 46-7700

たかまち歯科クリニック 高町座頭堀192-10 50-0418 ふじ歯科クリニック 五反田町1丁目1300-5 25-6655

平成29年度三重県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査 実施歯科医療機関一覧（松阪地区）



診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

松阪市　　　　　 電話　市外局番　（0598）

藤村歯科 殿町1235 26-5723 （医）もみの木歯科 郷津町151-7 50-0150

ふなだ歯科医院 垣鼻町1446-6 60-0800 やまゆり歯科 京町508-10 25-1230

ぶらん歯科 垣鼻町455-7 26-4618 ゆあ歯科クリニック 大黒田町907-3 25-2255

ポプラ歯科 西黒部町大板398-1 51-6786 ゆう歯科クリニック 肥留町192-10 56-1771

ホワイト歯科医院 大黒田町413-7 26-4970 よいほの歯科診療所 内五曲町85-1 22-3339

まぜ歯科医院
嬉野中川新町2丁目87
キャッスル123-1Ｆ

48-0418 横山歯科医院 嬉野中川新町1丁目87 42-5500

松島歯科医院 川井町760-3 21-9191 吉田歯科医院 五十鈴町21-1 21-1509

まつもと歯科クリニック 井村町479-1 21-3121 吉田歯科医院 黒田町91-2 21-1816

村田歯科クリニック 五反田町4丁目1121-13 26-6474 ヨシダデンタルオフィス 中町1832 26-2010

村林歯科医院 小黒田町620-5 26-1180 よしむら歯科 松ケ島町大溝19-5 50-2468

多気町　　　　　 電話　市外局番　（0598）

くろい歯科クリニック 相可西巡り793-5 38-2152 (医)夢真会 せこ歯科クリニック 相可1001-1 38-8000

佐藤歯科医院 平谷1343 37-2019

明和町　　　　 電話　市外局番　（0596）

勝田歯科医院 大淀乙659-1 55-4114 西井歯科医院 明星976-3 52-7007

しもさと歯科クリニック 馬之上1181-1 64-8212 はしもと歯科クリニック 佐田2548-13 52-1101

高森歯科医院 斎宮3015 52-5117 みどり歯科 坂本1242-5 52-3573

つじ歯科医院 竹川44-5 53-2222

大台町　　　　 電話　市外局番　（0598）

大石歯科医院 佐原762-1 82-1153 大台町宮川歯科診療所 江馬289 76-0199

（医）大瀬歯科医院 上三瀬714-2 82-1122 なおみ歯科 佐原844-1 84-0808

平成29年度三重県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査 実施歯科医療機関一覧（松阪地区）



診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

伊勢市　　　　　 電話　市外局番　（0596）

くまがい歯科医院 旭町398-7 25-1111 山際歯科医院 河崎1丁目4-16 28-7454

田岡歯科医院 岩渕1丁目1-29山本ビル2Ｆ 24-7847 荘司歯科医院 河崎2丁目12-14 28-9972

（医）宇治山田歯科医院 岩渕2丁目4-37 21-5888 冨田歯科医院 楠部町263-69 22-8282

小林歯科医院 岩渕2丁目7-8 28-4098 （医）なかの歯科 楠部町458-1 23-6480

金剛歯科医院 宇治浦田3丁目15-31 27-5588 山崎歯科クリニック 楠部町510-70 28-4195

岡村歯科医院 浦口2丁目6-20 23-3567 おかむら歯科医院 久世戸町72-22 28-1948

奥村歯科 円座町1161 39-1515 ふじなみ歯科 黒瀬町外堀1605 27-0033

浜口歯科医院 岡本3丁目16-1 25-1608 (医)社団　中村歯科クリニック 神田久志本町1321-2 27-5555

めいりん歯科クリニック 岡本3丁目5-23 20-8241 いらご歯科医院 神久1丁目4-30 22-6001

（医）オリーブ会　右京歯科 小木町558-1 36-5677 中川歯科 神久2丁目1-48 23-0266

やまなかデンタルクリニック 小俣町明野1067 37-6480 ふくい歯科クリニック 神久3丁目1-35 24-0121

佐田歯科 小俣町明野382-12 37-5822 片山歯科医院 勢田町103-102 23-1082

まこと歯科 小俣町相合488-8 23-0204 金剛歯科医院 曽祢2丁目1-28 28-1560

にしい歯科クリニック 小俣町本町341-237 72-8800 田所歯科 曽弥1丁目6-3 28-2985

ふるかわ歯科 小俣町本町1254 29-4180 うえだ歯科クリニック
竹ｹ鼻町201
サンワード竹ヶ鼻101

36-8400

宮川駅前歯科 小俣町本町185-1 21-0648 加藤歯科医院 辻久留2丁目10-5 23-5252

増田歯科医院 小俣町本町45 22-0044 （医）社団　藤田歯科 常磐2丁目13-7 24-9261

東山歯科医院 小俣町本町90 24-9500 三木歯科医院 中島2丁目1-3 23-9292

（医）山口歯科医院 小俣町元町1791 24-2321 田口歯科医院 中須町450-4 22-4182

元町歯科クリニック 小俣町元町341-1 21-0770 いのうえ歯科医院 西豊浜町2010-3 37-5544

モリ歯科クリニック 小俣町湯田1502-4 22-8008 長井歯科医院 東大淀町747-1 37-2310

大山歯科医院 小俣町湯田590 22-8080 中村歯科 吹上2丁目1-19 25-8801

荒木田歯科 樫原町1451 37-2161 田端歯科医院 二俣1丁目6-19 28-3565

平成29年度三重県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査 実施歯科医療機関一覧（伊勢度会地区）



診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

伊勢市　　　　　 電話　市外局番　（0596）

平田歯科クリニック 二見町荘71-3 44-0003 （医）きくち矯正歯科 御薗町長屋2061-2 26-0888

かどや歯科 二見町西20-1 43-4554 マナブ歯科医院 御薗町長屋2110-4 22-8288

田川歯科 二見町山田原148-4 43-4822 山口歯科医院 宮後1丁目8-3 28-2426

伊藤歯科 船江1丁目5-60 29-2020 松村歯科クリニック 宮後2丁目25-21 26-3800

横山歯科医院 船江4丁目6-30 23-1080 （医）松崎歯科医院 宮後3丁目1-22 22-2566

橋本歯科医院 本町14-14 28-3859 森歯科医院 宮町1丁目13-8 28-4469

杉原歯科 馬瀬町352-2 35-0805 横山歯科 宮町1丁目3-19 28-5938

にしやま歯科 御薗町王中島805 28-2917 北浜歯科クリニック 村松町天神前4470 37-4870

森歯科診療所 御薗町新開469-36 36-0648 大石歯科医院 倭町113 25-7186

（医）松葉歯科医院 御薗町高向669 23-6489 松井歯科医院 八日市場町9-13 63-8809

中西歯科医院 御薗町高向808 23-1900

玉城町　　　　　 電話　市外局番　（0596）

ささき歯科クリニック 蚊野2011-3 58-7903 なかむらデンタルクリニック 玉川653-1 58-1182

玉城古川歯科 勝田1617-1 58-5121 ふくだ歯科医院 田丸38-1 58-7500

なかにし歯科クリニック 佐田1826-1 58-1188

南伊勢町　　　　　

楠崎歯科医院 五ケ所浦988-25 0599-66-0047 なんとう歯科クリニック 東宮3290 0596-72-0824

南勢歯科医院 田曽浦4385-1 0599-69-0001 大石歯科医院 村山1118 0596-76-1476

大紀町　　　　 電話　市外局番　（0598）

ひまわり歯科クリニック 滝原143 86-2382 ひがし歯科医院 大内山347-7 72-2021

木村歯科医院 錦358-2 73-3888

度会町　　　　 電話　市外局番　（0596）

大西歯科医院 田口1247-4 64-0039 福井歯科医院 棚橋781 62-1520

平成29年度三重県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査 実施歯科医療機関一覧（伊勢度会地区）



診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

鳥羽市　　　　　 電話　市外局番　（0599）

木村歯科医院 大明東町20-3 26-2588 西井歯科 鳥羽5丁目4-10 26-4500

高丘歯科医院 高丘町9-42 21-2002 久保歯科医院 船津町1163 26-6480

寺本歯科医院 鳥羽3丁目10-3 25-2539

志摩市　　　　　 電話　市外局番　（0599）

なべしま歯科 浜島町浜島858 54-0011 山口歯科医院 阿児町鵜方1456 43-0215

山本歯科医院 浜島町浜島3271-2 53-2121 福田歯科医院 阿児町鵜方2453-3 43-0153

中井歯科医院 大王町波切1738-2 72-3188 さか歯科 阿児町鵜方3016-40 44-5566

かわつら歯科医院 大王町波切3078-5 72-4555 はね歯科医院
阿児町鵜方3112-1
マルール2Ｆ

43-6857

高橋歯科医院 大王町波切3304-2 72-0244 刑部歯科医院 阿児町鵜方小向井4947 43-0013

竹内歯科医院 志摩町片田2461-4 85-2014 和穂歯科医院 阿児町神明1107-132 43-2999

谷口歯科医院 志摩町布施田1689-1 85-5922 タニグチ歯科医院 阿児町神明2130-1 44-0071

大山歯科クリニック 志摩町和具1211 85-7718 (医)デンタルクリニックたかはし 阿児町甲賀3173-9 45-4182

鍋島歯科医院 志摩町和具1965-2 85-0367 やまぐちデンタルクリニック 阿児町国府2853-2 47-3238

西岡歯科医院 志摩町越賀653 85-0188 谷崎歯科医院 磯部町恵利原813 55-0149

鍋島歯科 阿児町鵜方1266-1 43-2212 ひろの歯科 磯部町迫間1801 55-2288

平成29年度三重県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査 実施歯科医療機関一覧（鳥羽志摩地区）



診療所名 住所 電話

尾鷲市　　　　

しんぽう歯科医院 朝日町11-22 23-2211

はるデンタルクリニック 上野町6-7 22-8225

森歯科医院 中村町2-5 22-5546

加藤歯科医院 中村町8-19 23-0288

みどり歯科医院 南陽町10-6 23-2284

山口歯科医院 三木里町182-1 28-2007

仲歯科医院 港町8-23 22-0155

紀北町　　　　　

ナカノ歯科 長島1031 47-3500

八原歯科医院 長島1402 47-0120

宮原歯科医院 長島2008 47-3433

中井歯科医院 東長島323-1 47-0648

竹田歯科医院 東長島987-7 47-3889

今井歯科医院 相賀1952 32-0722

デンタルケアじゅん歯科医院 相賀2020 32-3232

わたなべ歯科医院 相賀2074 32-0133

平成29年度三重県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査 実施歯科医療機関一覧
（尾鷲地区）

電話　市外局番　（0597）　　　

電話　市外局番　（0597）　　　



診療所名 住所 電話

熊野市　　　　

和手歯科医院 木本町479-15 85-2997

まえがわ歯科 木本町696-39 85-2746

中本歯科医院 木本町717-10 85-2805

岡本歯科医院 井戸町362-18 89-4187

小山歯科医院 井戸町651-1 89-5058

さいとう歯科 井戸町720-6 85-4488

友紀歯科医院 井戸町赤坂735-2 89-4618

畑中歯科医院 有馬町5821-123 89-6611

御浜町　　　　　

谷口歯科医院 志原1811-3 2-3521

堀歯科医院 阿田和4962-1 2-2111

紀宝町　　　　　

相野歯科医院 鵜殿1336-12 32-0056

中村歯科 鵜殿1992-13 32-3866

須川歯科医院 成川625-1 23-2570

平成29年度三重県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査 実施歯科医療機関一覧
（南紀地区）

電話　市外局番　（0597）　　　

電話　市外局番　（05979）　　 

電話　市外局番　（0735）　　　



診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

伊賀市　　　　　 電話　市外局番　（0595）

青山歯科診療所 阿保42-1 52-0059 (医)社団明愛会 おかむら歯科 西明寺697-1 22-2555

武田歯科医院 阿保147-10 52-1131 服部歯科医院 佐那具町640 23-3130

冨嶋歯科医院 阿保215-2 52-0129 まついけ歯科 四十九町2115-3 22-0118

大竹歯科 阿保1468-1 52-1100 ばんば歯科医院 新堂1276-1 45-1008

横田歯科医院 上野魚町2889-2 21-0373 村田歯科医院 柘植町2296 45-2025

稲浜歯科医院 上野片原町2773 21-0383 小倉歯科医院 中友田780-7 43-1022

歯科武田医院 上野桑町1991 21-0125 瀬川歯科クリニック 東条75-1 24-4011

中川歯科医院 上野小玉町3068 21-0334 木治歯科医院 比土3213-1 36-1255

村井歯科医院 上野忍町2556 21-1347 広島歯科医院 平田3418-2 46-1748

矢谷歯科医院 上野忍町2590-3 21-0834 （医）清生会 和久田歯科医院 平野城北町113 21-8241

武田歯科医院 上野中町2985 21-0516 藤田歯科 緑ヶ丘中町1547-10 21-6677

山本歯科医院 上野農人町386-1 21-0015 大矢歯科医院 緑ヶ丘本町4175 23-4184

内田歯科医院 上野農人町564 21-0271 ふくち歯科クリニック ゆめが丘2丁目20-14 22-2134

いなもと歯科 上野丸之内55-2 24-7788 いのうえ歯科医院 ゆめが丘4丁目2-15 23-8421

桃井歯科診療所 上野丸之内175-1 21-2808 ひろおか歯科クリニック 上野田端町1079 26-0018

（医）エピック
峰歯科・矯正歯科クリニック

上野西大手町3598 21-1616

平成29年度三重県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査 実施歯科医療機関一覧（伊賀地区）



診療所名 住所 電話 診療所名 住所 電話

名張市　　　　　 電話　市外局番　（0595）

松本歯科医院 平尾3166 64-0235 かめい歯科クリニック 赤目町丈六449-1 64-3155

中谷歯科医院 本町50 63-0331 河野歯科医院 赤目町丈六461-4 64-3501

（医）あたらし会
あたらし歯科医院

南町791 62-7088 本荘歯科医院 赤目町新川263-15 64-3325

平沢歯科診療所 元町430 63-0209
（医）一桜会
やすらぎ大門歯科クリニック

夏見下川原276-5 64-3322

わたしげ歯科医院 栄町2823-1 64-6643 夏見歯科 夏見2180-8 64-0488

シルク歯科クリニック
希央台5番町19号
なばりえ1F

42-8241 (医)フルーツ　オリーブ歯科
瀬古口134-2
ハートアイランド1Ｆ

62-3033

鴻之台歯科診療所 鴻之台4番町24 63-4871 岡本歯科医院 百合が丘東4番町106 61-1217

きの歯科医院 梅が丘南1番町205 64-6480 桔梗が丘新谷歯科診療所 桔梗が丘1番町2-34 65-2410

福井歯科医院 西原町2613-7 65-0131 桔梗が丘大門歯科医院 桔梗が丘2番町1-1 65-5158

美旗武田歯科 美旗町中2番273 65-1132 アリス新谷歯科・矯正歯科
桔梗が丘2番町7-18
アリスビル2Ｆ

65-1881

たきおか歯科クリニック 結馬942 62-0620 いしだ歯科クリニック 桔梗が丘3番町2-20 65-3888

（医）フルーツ
アップル歯科クリニック

下比奈知黒田3100-1
アピタ名張店1Ｆ

68-8708 （医）井上歯科医院 桔梗が丘4番町1-36 67-0066

ドレミ歯科 つつじが丘北4番町1 68-2608 岸井歯科医院 桔梗が丘5番町4-24-4 65-6123

（医）社団　亀井歯科医院 つつじが丘北5番町75 68-0760 遠藤歯科クリニック 桔梗が丘西3番町1-39 65-5006

平成29年度三重県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査 実施歯科医療機関一覧（伊賀地区）
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