
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○

再診の電話等を用い
た診療の実施の○

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）

1 山形大学医学部附属病院 990-9585 山形県山形市飯田西２－２－２ 023-633-1122 https://www1.id.yamagata-u.ac.jp/MIDINFO/ ○
歯科

口腔外科
外来担当医 医師の判断で地域のかかりつけ医を紹介

2
医療法人篠田好生会
篠田総合病院

990-0045 山形県山形市桜町2番68号 023-623-1711 shinoda@shinoda-hp.or.jp ○ ○ 歯科口腔外科 金谷　宏

3
公立学校共済組合　東北
中央病院

990-8510 山形市和合町3-2-5 023-623-5111 https://tohoku-ctr-hsp.com ○ 歯科 小澤　一仁 山形県立中央病院（山形県山形市大字青柳1800番地）

4 米沢市立病院 992-8502 山形県米沢市相生町6番36号 0238-22-2450 http://yonezawa-city-hospital.jp/ ○
歯科

口腔外科
山ノ内　秀之

5
医療法人徳洲会 庄内余目
病院

999-7782 東田川郡庄内町松陽1-1-1 0234-43-3434 http://www.amarume-hp.jp/ ○ 歯科
荒　博範

安川　仁章

6 東青田なりはら歯科医院 990-2423 山形市東青田3-7-20 023-674-0442 ○ ○ 歯科 成原　雅道

7 神尾歯科医院 990-0831 山形市西田一丁目1-42 023-643-3332 ○ ○ 歯科
神尾　章

神尾　○子
山形県立中央病院（山形県山形市大字青柳1800番地）

8 長崎歯科医院 990-0057 山形市宮町一丁目10-15 023-632-8814 ○ ○ 歯科 小見　明美 山形県立中央病院（山形県山形市大字青柳1800番地）

9 冨田歯科医院 990-0844 山形市西見田1番地 023-644-5757 ○ ○ 歯科 冨田　滋 山形県立中央病院（山形県山形市大字青柳1800番地）

10 国井歯科医院 990-2446 山形市白山三丁目4-8 0120-32-7749 https://kuniishika.com ○ ○ 歯科 国井　一好
山形大学医学部附属病院（山形県山形市飯田西２丁目２
−２）

11 森歯科医院 990-0042 山形市七日町1-2-42　タンロクスクエア３F 023-625-4060 https://www.morishikaiin.jp/ ○ ○ 歯科 森　茂美

12 深瀬歯科医院 990-0062 山形市鈴川町3-1-3 023-623-3718
gphyysis32@ blue.plala.or.jp

(常時ではなく不定期接続可)
○ ○ 歯科 深瀬　啓之

・山形県立中央病院歯科口腔外科（山形県山形市大字青
柳1800番地）
・山形大学医学部附属病院（山形県山形市飯田西２丁目
２−２）

13 八幡堂髙橋歯科医院 999-3142 上山市沢丁3-8 023-673-6480 ○ ○ 歯科 髙橋　晃治 医療法人　長清会　長岡医院（上山市沢丁9番13号）

14
医療法人社団尚和会 とが
し歯科医院

994-0012 天童市久野本四丁目14-30 023-654-8211 https://www.togashi-dent.jp/ ○ ○ 歯科 冨樫　雅比古 天童温泉篠田病院（天童市鎌田1丁目7-1）

15 医療法人 みゆき歯科医院 994-0013 天童市老野森3-22-19 023-654-4748 https://www.miyuki-dental.jp ○ 歯科
安生　みゆき
工藤　香菜恵

山形県立中央病院（山形県山形市大字青柳1800番地）

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）

基本情報

別紙１－3
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16 しぶや歯科医院 990-0411 東村山郡中山町あおば14-4 023-679-4862 ○ ○ 歯科 澁谷　昌

17 愛歯医院 994-0026 天童市東本町三丁目6-33 023-654-1433 https://aishi.dental-net.jp/ ○ ○ 歯科
佐藤　美紀
佐藤　博嗣

山形県立中央病院（山形県山形市大字青柳1800番地）

18
佐藤歯科医院
ラ・フランスオフィス

999-3747 東根市板垣大通8 0237-49-1155 https://la-france-office.com ○ ○ 歯科
佐藤　勝史
林　宏暁

山形県立中央病院（山形県山形市大字青柳1800番地）

19
えだまつ歯科口腔外科ク
リニック

999-3762 東根市神町北5丁目5-17 0237-53-6480 http://www.clinic-edamatsu.com/ ○ ○
歯科

口腔外科

枝松　満
枝松　洋

枝松　理恵

・山形県立中央病院歯科口腔外科（山形県山形市大字青
柳1800番地）
・山形大学医学部附属病院（山形県山形市飯田西２丁目
２−２）
・北村山公立病院（山形県東根市温泉町２丁目１５−
１）

20 菅歯科医院 996-0084 新庄市大手町5-13 0233-22-0603 ○ ○ 歯科 菅　友弥

21 まき歯科クリニック 999-5402 最上郡金山町金山319 0233-64-3280 ○ ○ 歯科 大髙　慎

22 石黒歯科・矯正歯科医院 997-0034 鶴岡市本町一丁目5-25 0235-24-8111 ○ 歯科
石黒　慶一
石黒　慶史
池田　聡子

23 歯科黒谷クリニック 997-0032 鶴岡市上畑町5-27 0235-22-4182 http://kurotani.sakura.ne.jp/ ○ 歯科 黒谷　知子
医療法人　弘永会　斎藤内科医院（鶴岡市本町2丁目6-
30）

24 医療法人　池上歯科医院 997-0029 鶴岡市日吉町8-4 0235-22-1383 ○ ○ 歯科 池上　正記

25
医療法人　石田おさむ歯
科医院

997-0816 鶴岡市文園町4-10 0235-22-7028 https://www.ishidaosamu.com/ ○ ○ 歯科 石田　修 石田内科医院（山形県鶴岡市文園町１－５２）

26 高見台歯科診療所 998-0051 酒田市高見台一丁目16-1 0234-31-1828 ○ ○ 歯科 村上 琢　

27 亀ヶ崎歯科医院 998-0842 酒田市亀ヶ崎二丁目4-30 0234-22-5560 http://kameshika.blog68.fc2.com/ ○ ○ 歯科 佐藤　誠 日本海総合病院（山形県酒田市あきほ町３０番地）

28 横山歯科医院 998-0851 酒田市東町大町1-9-9 0234-22-4552 ○ ○ 歯科 横山　久雄
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29 山蔦歯科医院 998-0843 酒田市千石町2-15-31 0234-23-7602 ○ ○ 歯科 山蔦　佐和 日本海総合病院（山形県酒田市あきほ町３０番地）

30 万世歯科クリニック 992-1123 米沢市万世町桑山4619 0238-28-0820 ○ ○ 歯科 満田　隆之 米沢市立病院（ 山形県米沢市相生町６−３６）

31
米沢ファミリー歯科・矯
正歯科

992-0037 米沢市本町三丁目1-43 0238-21-5533 https://www.yonezawafamily.jp/ ○ ○ 歯科 大峡　潤
公立置賜総合病院（山形県東置賜郡川西町大字西大塚２
０００）

32 つちや歯科医院 992-0351 東置賜郡高畠町高畠422-7 0238-52-0464 ○ ○ 歯科 土屋　衛
公立置賜総合病院（山形県東置賜郡川西町大字西大塚２
０００）

33
わたなべデンタルクリ
ニック

992-0264 東置賜郡高畠町大字馬頭72 0238-56-3888 ○ ○ 歯科 渡部　卓希
公立置賜総合病院（山形県東置賜郡川西町大字西大塚２
０００）


