
施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用い
た診療の実施の有無

再診の電話等を用い
た診療の実施の有無

対応診療科 担当歯科医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名

（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

医療法人　青木歯科医院 910-0006 福井県福井市中央1丁目10-8 0776-23-1022 http://aoki-dent.net/ ○ ○
歯科 口腔外科

小児歯科
青木　聡
青木幸一

福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）

荻原歯科医院 910-0005 福井県福井市大手3丁目8-11 0776-26-3312 www.oote-itsuki.com/ ○ ○
歯科

小児歯科

荻原浩樹
荻原賀南子
荻原浩三

長内歯科クリニック 910-0807 福井県福井市高木北2丁目1105-5 0776-97-8148 http://www.osanai-dc.com/ ○ ○
歯科

口腔外科
長内哲生
吉村和美

福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）
福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）
福井大学医学部附属病院（福井県吉田郡永平寺町松岡下
合月23-3）

医療法人 加賀歯科クリ
ニック

910-0006 福井県福井市中央3丁目2-15 0776-23-7435 ○ ○
歯科

口腔外科
加賀俊明

福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）
福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）
福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）

加藤歯科医院 910-0006 福井県福井市中央2丁目3-1 0776-22-4002
http://www.fcda.or.jp/8020/224

002/
○ ○ 歯科 加藤一栄

福井総合クリニック（福井市新田塚１丁目42-1)
福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）

近藤歯科医院 918-8005 福井県福井市みのり3丁目21-9 0776-34-0626 ○ ○
歯科

口腔外科
近藤　貢
近藤和美

福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）

清水歯科医院 910-0845 福井県福井市志比口3丁目1-5 0776-54-0550 ○ ○
歯科

小児歯科
清水俊弘 福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）

すすき歯科クリニック 918-8023 福井県福井市西谷2丁目2110 0776-36-0111
https://www.susuki-dental-

clinic.com/
○ ○

歯科 口腔外科
小児歯科

鈴木康紘 福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）

医療法人　穂高会　高橋
歯科医院

910-0005 福井県福井市大手2丁目7-3 0776-24-5000
https://www.takahashi-

fukui.jp/
○ ○

歯科
口腔外科

高橋満次
高橋賢次
前田直樹
田中佑昴

福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）
福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）
福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）
福井大学医学部附属病院（福井県吉田郡永平寺町松岡下
合月23-3）
福井総合病院（福井市江上町56-16-1)

たきなみ歯科クリニック 910-0853 福井県福井市城東4-13-41 0776-26-0600 https://takinami-dc.com/ ○ ○ 歯科
瀧波宏至
間　若子
永井美沙

福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）
福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）
福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）

竹沢歯科医院 910-0826 福井県福井市上中町7-33 0776-52-2611 ○ ○ 歯科 竹澤幸一郎 福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）

医療法人　田中歯科クリ
ニック

910-0011 福井県福井市経田2丁目407 0776-29-2500 https://www.e-tanaka-dent.com/ ○ ○ 歯科 田中　肇 福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）

事務連絡に基づく対応について

歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧（都道府県集計用）
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栃木歯科医院 918-8031 福井県福井市種池町1-24-3 0776-35-8200 ○ ○
歯科

口腔外科
栃木嗣郎 福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）

あざらしデンタルホーム
ケア

910-0003 福井県福井市松本1丁目22-21
0776-89-1080
090-2379-1080

https://www.facebook.com/azarasid
r

○ ○
歯科

口腔外科
西尾康陽

福井大学医学部附属病院歯科口腔外科（福井県吉田郡永
平寺町松岡下合月23-3）
福井県済生会病院（福井県福井市和田中町 舟橋７−１）

医療法人　早川歯科医院 910-0017 福井県福井市文京3丁目27-12 0776-25-7733 https://www.hayakawa-dent.jp/ ○ ○
歯科

口腔外科

早川雅秀
前野弘美
小笠原 崇

福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）
福井済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）
福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）

はやし歯科医院 918-8015 福井県福井市花堂南1丁目11-34 0776-33-1118 http://www.dental-h.com/ ○ ○
歯科 口腔外科

小児歯科
矯正歯科

林　正人
畑中美乃

宇都宮宏子
福島稔晃

福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）
福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）
福井済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）

福井歯科医院 910-0001 福井県福井市大願寺3丁目9-15 0776-23-4123 ○ ○
歯科 口腔外科

小児歯科
福井美緒 福井総合クリニック（福井市新田塚１丁目42-1)

山崎歯科医院 910-0002 福井県福井市町屋3丁目6-13 0776-21-6262 http://yamazaki-shikaiin.net/ ○ ○ 歯科 前田由貴恵

松田歯科医院 910-0856 福井県福井市勝見3丁目1-14 0776-25-0300
http://www.matsuda-
dentalclinic.jp/

○ ○
歯科 口腔外科

小児歯科
矯正歯科

松田俊男
福井大学医学部附属病院（福井県吉田郡永平寺町松岡下
合月23-3）

丸田歯科 918-8205 福井県福井市北四ツ居1丁目34-21 0776-52-5552 ○ ○
歯科 口腔外科

小児歯科
丸田英洋

福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）
福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）

三宅歯科医院 910-0023 福井県福井市順化1丁目9-21 0776-22-2795 ○ ○ 歯科 三宅　洋 福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）

医療法人　三西会　三好
歯科

910-0015 福井県福井市二の宮4丁目23-5 0776-25-0101 https://www.shika-miyoshi.jp/ ○ ○ 歯科
三好慶信
向笠義典

福井総合病院（福井県福井市江上町58-16-1）

村井歯科 910-3381 福井県福井市蓑町16字大道ノ上125番 0776-86-1616 ○ ○ 歯科
村井英俊
川上智子

福井総合病院（福井県福井市江上町58-16-1）
福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）
福井済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）

すがや歯科クリニック 910-0035 福井県福井市菅谷町10-2-26 0776-63-5002 sugayadental.jp ○ ○
歯科

口腔外科
本宮啓伸 福井総合病院（福井県福井市江上町58-16-1）

森本歯科医院 918-8238 福井県福井市和田2丁目710 0776-24-1838
https://www.morimoto-

imdental.com/
○ ○ 歯科 森本一良

福井県済生会病院(福井県福井市和田中町舟橋7-1)
福井県立病院(福井県福井市四ツ井2-8-1)

いちかわ歯科クリニック 919-0464 福井県坂井市春江町江留上錦60-2 0776-51-1118 https://ichikawa.dental/ ○ ○
歯科

口腔外科
市川大以

福井大学医学部附属病院（福井県吉田郡永平寺町松岡下
合月23-3）

医療法人　城戸歯科医院 919-0413 福井県坂井市春江町随応寺21-17 0776-51-0214 http://www.kido-dc.com/ ○ ○ 歯科
城戸雅和
城戸清美
城戸春花

福井県立病院(福井県福井市四ツ井2丁目8-1)



島崎歯科医院 919-0404 福井県坂井市春江町西長田40-45-3 0776-72-3322 http://www.shimazakidental.com/ ○ ○
歯科 口腔外科

小児歯科
矯正歯科

島崎盾詩

医療法人ＡＮＺＵ　ふじ
い歯科クリニック

910-0233 福井県坂井市丸岡町東陽２丁目44-1 0776-66-8020 fujii-d.com ○ ○
歯科 口腔外科

小児歯科
矯正歯科

藤井敬也
福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）
福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）

いけだ歯科 915-0242 福井県越前市粟田部町50-41 0778-42-3435 ○ ○ 歯科 池田隆彦

岸デンタルクリニック 0 福井県丹生郡越前町厨71-326-1 0778-37-2900 ○ ○
歯科

口腔外科
岸　一雄 福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）

さかい歯科 916-0041 福井県鯖江市東鯖江１丁目5-21 0778-52-8119
http://www.sakai-
shika8580.com/

○ ○
歯科

口腔外科
酒井秀人

福井県立病院(福井県福井市四ツ井2-8-1)
福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）
福井県済生会病院(福井県福井市和田中町舟橋7-1)

遠矢歯科医院 916-0147 福井県丹生郡越前町内郡19-23-1 0778-34-0202 ○ ○ 歯科 遠矢東昭 福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）

森歯科医院 916-0022 福井県鯖江市水落町１丁目5番32-1号 0778-52-5144
https://www.sabae1mori-

shikaiin.com/
○ ○ 歯科 森　雅一 福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）

医療法人親徳会　山王歯
科

915-0882 福井県越前市上太田町23-3-10 0778-24-1766 https://www.sannou-dental.com/ ○ ○
歯科

小児歯科
矯正歯科

伊井克安
伊井久貴

福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7-1）

こいずみデンタルクリ
ニック

915-0852 福井県越前市松森町111 0778-21-3222
https://www.koizumi-

dental.net/
○ ○

歯科 口腔外科
小児歯科

小泉惠一 福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）

斎藤歯科医院 919-0131 福井県南条郡南越前町今庄76-3 0778-45-0138 ○ ○ 歯科 斎藤　諭

けい歯科医院 915-0882 福井県越前市上太田町49-7-2 0778-23-4618 ○ ○ 歯科 平井経一郎
福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）
福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）
福井済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）

みずたに歯科クリニック 915-0097 福井県越前市長土呂町7-20-2 0778-43-6480 http://www.mizutani-dc.com/ ○ ○
歯科 口腔外科

小児歯科
水谷大樹 福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）

医療法人　秀友会　山本
歯科医院

915-0822 福井県越前市元町1-12 0778-24-0558
https://www.shuyukai-
yamamotoshika.com/

○ ○
歯科

口腔外科
山本有一郎
山本哲嗣

社会医療法人財団　中村病院

岸歯科医院 914-0811 福井県敦賀市中央町1丁目1-34 0770-24-1505 ○ ○ 歯科 岸　且好 中村医院（福井県敦賀市相生町12-15)

歯科大下医院 917-0078 福井県小浜市大手町22-36-2 0770-52-3791 ○ ○
歯科

小児歯科
大下丈敏
鈴木友子

杉田玄白記念公立小浜病院



堀口歯科医院 919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷134-1 0770-77-1188 horiguchi-dental.jp ○ ○ 歯科 堀口智史 公立小浜病院

嶋田病院　歯科 910-0855 福井県福井市西方1-2-11 0776-21-8008 http://kenkoukai.or.jp/

○
※過去の受診歴等の
状況に応じ対応しま

す

○ 歯科 嶋田剛史
福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）
福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）
御幸歯科クリニック(福井県御幸3丁目16-34）

はつせがわ歯科医院 919-0453 福井県坂井市春江町江留上中央1-33 0776-51-0149 http://www.hatsusegawa.info/ ○ ○
歯科 口腔外科

小児歯科
初瀬川千晶 福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）

医療法人　上田歯科医院 910-0063 福井県福井市灯明寺1丁目411 0776-25-1170 ○ ○
歯科

口腔外科
上田幸照

福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）
福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）

新家歯科医院 910-4103 福井県あわら市二面1丁目1008 0776-78-7222 ○ ○
歯科 口腔外科

小児歯科
新家信行
新家敬史

福井大学医学部附属病院（福井県吉田郡永平寺町松岡下
合月23-3）
福井総合クリニック（福井市新田塚１丁目42-1)

畑歯科医院 913-0046 福井県坂井市三国町北本町4丁目1-13 0776-82-0308 ○ ○
歯科

口腔外科
畑　陽子

田中歯科医院 913-0043 福井県坂井市三国町錦3丁目3-16 0776-82-0154 https://www.tanaka-do.jp/ ○ ○
歯科

口腔外科
田中啓介
田中　彰

福井大学医学部附属病院（福井県吉田郡永平寺町松岡下
合月23-3）
福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）

いくた歯科医院 918-8106 福井県福井市木田町2510 0776-34-8020 ○ ○ 歯科 生田伸之
福井赤十字病院（福井県福井市月見２－４－１）
福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋７－１）

かつら歯科クリニック 919-0628 福井県あわら市大溝1丁目5-10 0776-73-5588 http://www.katsura-dc.com/ ○ ○
歯科

口腔外科
小児歯科

坪田　桂 福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）

たかはし歯科 914-0125 福井県敦賀市若葉町2丁目1102 0770-21-3737 ○ ○ 歯科 髙橋　均

あおば歯科 918-8005 福井県福井市みのり3丁目2-21 0776-33-0900 ○ ○
歯科

口腔外科
小児歯科

島田真弓 福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）

医療法人　御幸歯科クリ
ニック

910-0854 福井県福井市御幸3丁目16-34 0776-28-5280 ○ ○
歯科

口腔外科
嶋田　潔

嶋田さをり

福井県立病院（福井県福井市四ツ井2丁目8-1）
福井赤十字病院（福井県福井市月見2丁目4番1号）
福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）
福井大学医学部附属病院（福井県吉田郡永平寺町松岡下
合月23-3）

鈴木歯科クリニック 910-0015 福井県福井市二の宮3丁目10-3 0776-22-4618 ○ ○
歯科

口腔外科
鈴木清史 福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋7番地1）

やしろ歯科クリニック 918-8026 福井県福井市渕4丁目1113 0776-35-8888 ○ ○
歯科

小児歯科
水島秀元

福井赤十字病院（福井県福井市月見２－４－１）
福井県済生会病院（福井県福井市和田中町舟橋７－１）

一般社団法人福井県歯科
医師会立
福井口腔保健センター

910-0001 福井県福井市大願寺3丁目4-1 0776-28-3055 http://fda.or.jp/handicap/ ○ ○ 歯科
佐野和生

山本有一郎
大滝クリニック（福井県福井市大願寺3丁目9-3）


