在宅療養支援歯科診療所(情報開示同意医療機関名簿)H26.6.13
診療所名
開設者名
郵便番号
住 所
小松歯科医院
小松公博
990-0828 山形市双葉町２－６－１５
橋本歯科医院
橋本隆雄
990-0054 山形市六日町5-28
医療法人豊田会本町歯科診療所
菊地敦子
990-0043 山形市本町1-4-26
斎藤歯科医院
斎藤利明
990-0031 山形市十日町4-2-1
穂積歯科医院
穂積英男
990-0039 山形市香澄町2-8-21
後藤歯科医院
後藤 寛
990-2483 山形市上町1-13-11
森谷歯科医院
森谷道憲
990-2444 山形市南四番町2-12
はやし歯科医院
林 政俊
990-0813 山形市桧町４－３－１２
神尾歯科医院
神尾 章
990-0831 山形市西田1-1-42
高橋歯科医院
高橋秀康
990-2161 山形市大字漆山1098-1
逸見歯科医院
逸見良平
990-0834 山形市清住町1-2-31
貝和歯科医院
貝和房雄
990-2481 山形市あかねヶ丘1-1-4
太田歯科医院
太田貴志
990-2462 山形市深町2-4-14-2
橋本歯科医院
橋本雅仁
990-0057 山形市宮町4-24-12
西村歯科医院
西村 修
990-0031 山形市十日町3-1-41
渡辺歯科医院
渡辺 歩
990-0065 山形市双月町2-3-7
小関歯科医院
小関陽一
990-0043 山形市本町2-3-32
鈴木歯科医院
鈴木正憲
990-0825 山形市城北町2-2-18
加藤歯科医院
加藤市左エ門 990-0067 山形市花楯1-21-3
桜田斎藤歯科医院
斎藤純一
990-2323 山形市桜田東4-8-41
清水歯科医院
清水一衛
990-0861 山形市江俣4-11-20
医療法人社団笹原歯科医院
笹原則一
990-0061 山形市五十鈴3-9-23
庄司歯科医院
庄司裕克
990-2463 山形市富の中1-12-1
冨田歯科医院
冨田 滋
990-0844 山形市西見田1
はやかわ歯科クリニック
早川 徹
990-2443 山形市南三番町７－１５
五十嵐歯科クリニック
五十嵐寛
990-0832 山形市城西町4-20-24
沼澤歯科医院
沼澤孝典
990-0056 山形市錦町11-15
医療法人池野歯科医院
池野士功
990-0812 山形市千歳2-15-4
寺嶋歯科医院
寺嶋 仁
990-0022 山形市東山形1-1-8
あさの歯科クリニック
浅野 智
990-0810 山形市馬見ヶ崎2-11-20
医療法人社団佐々木歯科医院 佐々木英夫 990-2313 山形市大字松原137-13
東原はしもと歯科
橋本隆之
990-0034 山形市東原町3-3-43
有泉歯科医院
有泉 実
990-2413 山形市南原町3-14-20
牧野歯科医院
鬼頭仁美
990-0829 山形市五日町7-10
医療法人 さとう歯科クリニック
佐藤 元
990-0832 山形市城西町2-1-5
ファミリー歯科原医院
原 健一
990-0031 山形市十日町2-1-20
青木歯科医院
青木和彦
990-2463 山形市富の中4-6-35
大沼歯科医院
大沼智之
990-0811 山形市長町2-4-12
堀歯科クリニック
堀 樹
990-0823 山形市下条町2-4-13
ひまわりデンタルクリニック
成原雅道
990-2473 山形市松栄１－２－３１
江俣ささはら歯科クリニック
笹原将則
990-0861 山形市江俣1-10-10
阿部歯科医院
阿部友宏
999-3106 上山市旭町3-3-31
永田歯科医院
永田秀昭
999-3154 上山市元城内3-62
庄子歯科
庄子高城
994-0054 天童市大字荒谷97-1
しぶや歯科医院
渋谷 昌
990-0411 東村山郡中山町あおば14-4
菊地歯科医院
菊地正明
990-0524 寒河江市大字高松247
五十嵐歯科医院
五十嵐雄一 990-1101 西村山郡大江町大字左沢396-1
にっとう歯科医院
日塔睦雄
995-0111 村山市大字大久保甲563-1
深瀬歯科医院
深瀬公彦
995-0035 村山市中央2-9-12
松田歯科医院
松田幸夫
995-0018 村山市楯岡新高田9-7
医療法人社団 奥山歯科医院
奥山祥充
999-3785 東根市本丸西3-2-30
菅デンタルクリニック
菅 久美
999-3702 東根市温泉町1-6-12
佐藤歯科医院ラ・フランスオフィス
佐藤勝史
999-3747 東根市板垣大通り8
とよたか歯科
豊嶋豊敬
999-3716 東根市大字蟹沢2221-18
すずき歯科
鈴木欣一
999-4224 尾花沢市新町1-4-25
さとう歯科医院
佐藤崇文
999-4226 尾花沢市新町中央3-16
吾妻歯科クリニック
吾妻 聡
999-4116 北村山郡大石田町駅前通り6-1
三浦歯科医院
三浦大三
996-0082 新庄市北町3-22
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電話
023-643-8771
023-641-3515
023-622-3837
023-632-4912
023-632-4865
023-644-1814
023-631-1148
023-684-3744
023-643-3332
023-686-2246
023-645-1548
023-644-1730
023-644-8686
023-622-5868
023-633-2705
023-633-1717
023-641-1742
023-643-1818
023-624-3456
023-641-2048
023-684-6470
023-631-8101
023-644-3811
023-644-5757
023-624-8241
023-645-7171
023-635-5454
023-681-7171
023-635-1766
023-681-4618
023-688-8148
023-633-5454
023-626-2772
023-645-3772
023-645-5555
023-622-3898
023-647-2250
023-684-6510
023-645-1234
023-644-2825
023-681-8884
023-672-3311
023-672-0215
023-653-1700
023-679-4862
0237-87-1050
0237-62-4648
0237-54-2548
0237-55-3121
0237-55-5648
0237-43-5272
0237-43-6480
0237-49-1155
0237-41-1313
0237-22-0182
0237-22-3131
0237-35-6480
0233-23-4182
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診療所名
開設者名
郵便番号
住 所
グリーン歯科医院
松澤満徳
996-0002 新庄市金沢字南沢1572-12
歯科家中新町クリニック
阿部真裕
997-0036 鶴岡市家中新町15-39
白幡歯科医院
白幡芳浩
997-0838 鶴岡市淀川町19-7
医療法人谷屋谷家歯科
谷家靖二
997-0029 鶴岡市日吉町11-21
石黒歯科・矯正歯科医院
石黒慶一
997-0034 鶴岡市本町1-5-25
武田歯科医院
武田洋一
997-0018 鶴岡市茅原町28-15
石田歯科医院
石田 聡
997-0861 鶴岡市桜新町3-17
協立歯科クリニック
佐藤満雄
997-0824 鶴岡市日枝字海老島159-1
医療法人社団五十嵐歯科医院 五十嵐 靖 997-0817 鶴岡市睦町17-5
医療法人考歯会佐藤歯科診療所
佐藤恒雄
997-0126 鶴岡市羽黒町野荒町字水上30-2
ふじしま歯科医院
綾田健太郎 999-7604 鶴岡市藤浪4-103-6
ほんま歯科クリニック
本間 済
997-0161 鶴岡市羽黒町押口字川端42-39
加藤歯科医院
加藤保雄
998-0859 酒田市大町17-2
大沼歯科医院
大沼 寛
998-0842 酒田市亀ヶ崎5-5-32
佐藤歯科医院
佐藤光治郎 999-8235 酒田市観音寺字町後7-14
ヤマニ歯科
佐藤周一
998-0043 酒田市本町1-5-12
土門歯科医院
土門宏樹
999-8301 飽海郡遊佐町遊佐字前田4-9
漆山歯科医院
漆山偉策
992-0026 米沢市東3-6-35
五十嵐歯科医院
五十嵐栄
992-0031 米沢市大町3-1-22
高橋歯科医院
高橋 誠
992-0056 米沢市直江町6-3
医療法人平間歯科医院
平間和広
992-0054 米沢市城西4-1-26
あさひ歯科医院
鈴木 基
992-0032 米沢市相生町7-61
村山歯科医院
村山敏明
992-0025 米沢市通町6-11-10
医療法人三條歯科医院
三條貞夫
992-0038 米沢市城南1-5-14
万世歯科クリニック
満田隆之
992-1123 米沢市万世町桑山4619
レインボー歯科医院
安藤栄吾
992-0023 米沢市下花沢2-7-32-6
佐藤歯科医院
佐藤有弘
999-2231 南陽市二色根74
松岸歯科医院
松岸吉晴
999-0122 東置賜郡川西町大字中小松2832-3
長十歯科医院
金子信一郎 999-0121 東置賜郡川西町上小松1517-2
つちや歯科医院
土屋 衛
999-0351 東置賜郡高畠町大字高畠422-7
医療法人誠歯会斎藤歯科医院
齋藤 寛
993-0005 長井市片田町3-5
佐藤歯科医院
佐藤充弘
992-0832 西置賜郡白鷹町荒砥乙1018

2 / 2 ページ

電話
0233-22-2796
0235-24-5151
0235-23-4180
0235-22-8312
0235-24-8111
0235-25-0780
0235-25-2631
0235-25-9630
0235-25-2655
0235-62-2164
0235-64-6178
0235-64-0348
0234-26-6767
0234-25-7808
0234-64-4077
0234-22-3608
0234-72-4533
0238-23-4840
0238-22-1121
0238-23-8888
0238-23-8148
0238-24-0118
0238-23-8640
0238-23-2206
0238-28-0820
0238-26-1182
0238-43-2403
0238-46-3563
0238-42-5152
0238-52-0464
0238-88-1827
0238-85-2422

