
≪ 訪問歯科診療 ≫

◎上越市
医療機関名 電話番号 住　所

〇高田地域

青山歯科医院 025-523-5440 春日野1-4-10

池田歯科医院 025-523-8341 飯744-2

石野歯科医院 025-526-4433 大和1-1-4

いわふね歯科クリニック 025-525-2340 中田原160-42

大手町歯科医院 025-525-2584 大手町3-26

太田歯科医院 025-523-3263 大町4-3-34

折笠歯科医院 025-526-3008 大学前33

加藤歯科クリニック 025-521-0600 西田中227

神岡歯科医院 025-525-1817 西城町3-1-14

木村歯科クリニック 025-524-4618 木田1-1-11

クラーク歯科医院 025-522-5522 春日野1-14-11

小林歯科クリニック 025-522-8123 大貫4-6-14

さかもと歯科医院 025-526-4618 北城町1-3-28

佐藤歯科医院 025-523-8445 本町6-2-1

さとう歯科クリニック 025-521-4118 南本町3-6-10

さんか歯科医院 025-522-1211 栄町1-3

しろデンタルクリニック 025-525-4618 大町4-3-33

スマイル歯科クリニック 025-524-2518 東城町3-8-25

たいき歯科医院 025-521-5525 藤野新田1183

田中歯科医院 025-525-8211 北城町3-15-7

つばめ歯科医院 025-545-1262 大豆2-4-12

中嶋歯科医院 025-525-2148 本町4-3-18

永井歯科医院 025-523-5040 南本町2-6-34

羽尾歯科医院 025-524-1771 寺町1-10-47

畑歯科医院 025-526-8841 とよば107　イル・クォーレとよば１F

浜歯科医院 025-523-0150 昭和町2-12-3

古館歯科医院 025-522-0066 南城町1-9-18

三上歯科医院 025-522-5288 仲町2-3-12

水野歯科クリニック 025-525-7087 本町5-3-23

ゆう歯科クリニック 025-521-0418 子安1364



〇直江津地域

今西歯科医院 025-544-1836 中央2-3-25

おおしま歯科クリニック 025-544-0118 国府1-24-10

くすのき歯科クリニック 025-543-3009 大字夷浜252-1

五智歯科クリニック 025-544-1133 五智1-13-10

すずき歯科医院 025-543-8177 五智1-15-25

須藤歯科医院 025-544-6281 西本町4-6-15

相馬歯科医院 025-539-5168 大字黒井字仲町1887

東雲くろだ歯科 025-544-5850 東雲町2-9-17

土肥歯科医院 025-543-2097 中央3-15-5

中村歯科医院 025-544-6479 中央1-26-23

ひまわり歯科医院 025-531-1030 福田739-8

藤戸歯科 025-544-6161 春日新田1-19-4

安江たなか歯科医院 025-544-4618 安江2-561-6

よしだ歯科医院 025-545-3755 栄町2-1-19

〇安塚区

飯原歯科医院 025-592-2075 安塚942-2

〇浦川原区

小菅歯科医院 025-599-2354 有島12

丸田歯科医院 025-599-2051 顕聖寺219

〇大島区

大島村歯科診療所 025-594-3930 岡3388-9

〇牧区

上越市国民健康保険牧診療所 025-533-5045 柳島437

〇柿崎区

小出歯科医院 025-536-2530 柿崎6108-1

下黒川歯科医院 025-535-2780 柳ヶ崎121-1

星野歯科医院 025-536-3116 上下浜496

〇大潟区

五十嵐歯科医院 025-534-2735 渋柿浜160

大山歯科医院 025-512-4141 犀潟835

小山歯科医院 025-534-2411 潟町85

犀浜デンタルクリニック 025-535-1504 下小舟津浜1153-4

中島歯科医院 025-534-2626 潟町696-4

〇頸城区

くびき歯科医院 025-530-2700 百間町725

南川歯科クリニック吉田医院 025-543-8011 下吉228-26

山田歯科医院 025-539-2005 舟津22

〇吉川区

八木歯科医院 025-548-2114 原之町2037-3

〇中郷区

山﨑歯科医院 0255-74-2468 江口484-3



〇板倉区

佐藤歯科医院 0255-78-3151 針420-21

水野歯科医院 0255-78-2394 針1165-8

〇清里区

清里歯科診療所 025-528-4180 岡野町1623

〇三和区

三折堂いがらし歯科医院 025-532-2595 錦288

三和ファミリー歯科医院 025-532-4848 川浦415-1

〇名立区

名立歯科診療所 025-537-2051 名立大町196

◎妙高市
医療機関名 電話番号 住所

池田歯科医院 0255-72-2153 中町4-10

うちやま歯科医院 0255-73-8340 栗原2-5-4

小嶋歯科医院 0255-86-2243 大字関川10-13

小嶋歯科医院 0255-82-2046 大字関山2123-1

谷口歯科クリニック 0255-73-8030 白山町4-5-6

ながの歯科医院 0255-72-7500 諏訪町2-6-31

廣瀬歯科クリニック 0255-73-8855 田町1-5-12

増村歯科医院 0255-72-2243 東雲町4-5

村田歯科医院 0255-86-2025 大字関川723

山口歯科医院 0255-72-1260 大字姫川原926-4

◎糸魚川市
医療機関名 電話番号 住所

阿部歯科医院 025-552-0214 本町8-1

インター歯科 025-552-2341 横町5-5-24

さいとう歯科医院 025-550-6667 大町1-5-20

関原歯科医院 025-555-2605 大字田伏336

高鳥歯科医院 025-566-2040 大字能生7006

月岡歯科医院 025-553-0828 新鉄1-3-3

永野歯科・矯正歯科医院 025-552-1259 本町10-1

新田歯科医院 025-552-2131 南押上2-2-20

早川歯科医院 025-555-3433 大字滝川原字森下700-1

細山歯科医院 025-552-9545 寺町3-5-34

槙歯科医院 025-552-8888 一の宮2-1-10

森歯科医院 025-562-2154 大字田海5333

山岸歯科医院 025-566-4488 大字能生2318-1

渡辺歯科医院 025-562-5525 大字須沢3459


