
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）

例 ○○歯科医院 000-0000 東京都千代田区・・・ 080-0000-0000 http://www… ○ ○
歯科

口腔外科
〇〇　〇〇
〇〇　〇〇

○○病院（東京都○○区・・・）
○○病院（埼玉県○○市・・・）

1 荒川歯科クリニック 936-0027 富山県滑川市常盤町５６３ 076-475-8600 ○ ○ 歯科 荒川　昌子 黒部市民病院（富山県黒部市三日市1108-1）

2 山下歯科クリニック 939-1104 富山県高岡市戸出町６－５－４３ 0766-63-8148 ○ ○ 歯科 山下　洋之 高岡市民病院（富山県高岡市宝町4-1）

3 田中歯科医院 938-0081 富山県黒部市生地経新４４３３ 0765-56-8040 ○ ○
歯科

口腔外科
田中　慎二 黒部市民病院（富山県黒部市三日市1108-1）

4 ほしのファミリ－歯科医院 931-8332 富山県富山市森３－３－１５ 076-438-2283 ○ ○ 歯科 星野　照宗
富山大学附属病院（富山県富山市杉谷2630）

富山赤十字病院（富山県富山市牛島本町2-1-58）
済生会富山病院（富山県富山市楠木33-1）

5 ハミング歯科 939-1654 富山県南砺市福光８３０－２ 0763-52-0123 ○ ○
歯科

小児歯科
石崎　善司 市立砺波総合病院（富山県砺波市新富町1-61）

6 りんごの丘歯科医院 937-0045 富山県魚津市相の木３０５ 0765-22-9888 https://implant-white.jimdo.com/ ○ ○

歯科
口腔外科
小児歯科
矯正歯科

千代　敬子
能登　裕章

黒部市民病院（富山県黒部市三日市1108-1）

7 総曲輪フェリオ歯科医院 930-0083
富山県富山市総曲輪３－８－６

総曲輪フェリオビル３Ｆ
076-492-8311 https://implant-white.jimdo.com/ ○ ○

歯科
口腔外科
小児歯科
矯正歯科

西村　浩子
矢野　英博

富山市民病院（富山県富山市今泉北部町2-1）

8 公園通り歯科 936-0027 富山県滑川市常盤町１８１－４１ 076-475-8881 https://implant-white.jimdo.com/ ○ ○

歯科
口腔外科
小児歯科
矯正歯科

仲井　雄一
白木　紀久

富山県立中央病院（富山県富山市西長江2-2-78）

9 みほ小児歯科医院 939-2706 富山県富山市婦中町速星７５５ 076-465-5418 ○ ○
歯科

口腔外科
小児歯科

上田　美保子 富山大学附属病院（富山県富山市杉谷2630）

10 酒井歯科医院 930-0039 富山県富山市東町１－５－７ 076-424-9665 http://www.sakaishika.info/ ○ ○ 歯科 酒井　信治 富山県立中央病院（富山県富山市西長江2-2-78）

11 あらい歯科クリニック 932-0836 富山県小矢部市埴生３０２－１ 0766-68-1101 ○ ○ 歯科 荒井　克洋 市立砺波総合病院（富山県砺波市新富町1-61）

12 歯科アールクリニック 930-0955 富山県富山市天正寺５２８－７ 076-492-9800 https://r-clinic.com/ ○ ○

歯科
口腔外科
小児歯科
矯正歯科

吉田　真治 富山県立中央病院（富山県富山市西長江2-2-78）

13 岡本歯科医院 939-2251
富山県富山市下大久保２２０１－４

３
076-467-3611 × ○

歯科
小児歯科

岡本　英之 富山市民病院（富山県富山市今泉北部町2-1）

14 水越歯科医院 930-0123 富山県富山市呉羽富田町7355-10 076-434-3788 ○ ○ 歯科 水越　弘
富山県立中央病院（富山県富山市西長江2-2-78）
富山大学附属病院（富山県富山市杉谷2630）

15 小池歯科医院 939-8073 富山県富山市大町2-9 076-493-0066 http://toyama-koikeshika.com/ ○ ○
歯科

口腔外科
小児歯科

小池　潤 富山県立中央病院（富山県富山市西長江2-2-78）

16 医）嶋歯科クリニック 939-0363
富山県射水市中太閤山1-1-1パ

スコ2F
0766-56-9222 http://www.shima-shika.net/ ○ ○

歯科
小児歯科
矯正歯科

嶋　直毅
射水市民病院（富山県射水市朴木20）

厚生連高岡病院（富山県高岡市永楽町5-10）

17 おざわ歯科医院 930-0166 富山県富山市中老田762 076-436-6448 http://www.ozawadental.jp/ ○ ○
歯科

口腔外科
小澤　真理子 佐伯クリニック（富山県富山市栃谷200-2）

18 たかぎ歯科医院 933-0857 富山県高岡市木津南星町608-1 0766-24-3837 ○ ○
歯科

小児歯科
髙木　雅代

厚生連高岡病院（富山県高岡市永楽町5-10）
高岡市民病院（富山県高岡市宝町4-1）

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調査票

基本情報 事務連絡に基づく対応について

別紙１－２
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19 のと歯科 938-0072
富山県黒部市生地中区176マル

ゼン中央1F
0765-32-4696 https://www.noto-shika.com/ ○ ○

歯科
口腔外科
小児歯科

能登　隆
能登　善弘

黒部市民病院（富山県黒部市三日市1108-1）

20 大菅歯科医院 939-0741 富山県下新川郡朝日町泊455-5 0765-82-0204 http://www.ohsuga-dc.com/ ○ ○
歯科

口腔外科
大菅　　明 黒部市民病院（富山県黒部市三日市1108-1）

21 医）新堂歯科診療所 938-0000 富山県黒部市新堂53-2 0765-52-5511 × ○
歯科

小児歯科
口腔外科

佐々木　英富 黒部市民病院（富山県黒部市三日市1108-1）

22 しん川歯科医院 935-0004 富山県氷見市北大町13-31 0766-74-1919 ○ ○ 歯科 新川　いくみ 金沢医科大学氷見市民病院（富山県氷見市鞍川1130）

23 医）やまもと歯科医院 933-0005 富山県高岡市能町南3-26-5 0766-28-3100 https://yamamoto_dc.com/ ○ ○ 歯科 山本　鉄也 厚生連高岡病院（富山県高岡市永楽町5-10）

24 中央歯科医院 938-0014 富山県黒部市植木166-2 0765-54-5188 https://www.chuoshika.jp/ ○ ○

歯科
小児歯科
矯正歯科
口腔外科

島田　実 黒部市民病院（富山県黒部市三日市1108-1）

25
こども矯正歯科

ファボーレ前クリニック
939-2715 富山県富山市婦中町下坂倉90-3 076-466-4618 https://www.favore-dc.com/ ○ ○ 小児歯科 片岡　源司 富山県立中央病院（富山県富山市西長江2-2-78）

26 幸福歯科医院 939-8153 富山県富山市吉岡555 076-429-7020 × ○ 歯科
宮澤　千佳子
和記　徳郎

富山県立中央病院（富山県富山市西長江2-2-78）
富山市民病院（富山県富山市今泉北部町2-1）

27 上田歯科医院 932-0044 富山県小矢部市新富町１－１２ 0766-67-0250 https://www.ueda-dentaloffice.jp/ ○ ○ 歯科
上田　外喜男
上田　昌和

市立砺波総合病院（富山県砺波市新富町1-61）

28 八田歯科医院 933-0837 富山県高岡市上北島２１０－１ 0766-27-7618 × ○ 歯科 八田　央明 厚生連高岡病院（富山県高岡市永楽町5-10）

29 阿部歯科医院 933-0914 富山県高岡市小馬出町16 0766-25-6488 https://www.abe-dental-clinic.jp/ × ○
歯科

口腔外科
阿部　一雄 厚生連高岡病院（富山県高岡市永楽町5-10）

30 うめかわ歯科クリニック 938-0081 富山県黒部市生地経新3521-1 0765-57-1233 × ○ 歯科 梅川　哲也 黒部市民病院（富山県黒部市三日市1108-1）

31 飯田歯科医院 931-8313 富山県富山市豊田町1-4-53 076-433-0660 × ○ 歯科 飯田　良彦
富山県立中央病院（富山県富山市西長江2-2-78）
済生会富山病院（富山県富山市楠木33-1）

32 歯科山脇 939-8058 富山県富山市大泉514-2 076-424-1755 ○ ○
歯科

口腔外科
山脇　敏裕 富山県立中央病院（富山県富山市西長江2-2-78）

33 済生会富山病院 931-8533 富山県富山市楠木３３－１ 076-437-1111 http://www.saiseikai-toyama.jp/ × ○ 歯科口腔外科 阿久　理恵

34 越田歯科医院 935-0015 富山県氷見市伊勢大町1-12-11 0766-72-2288 ○ ○ 歯科 越田　喜規 金沢医科大学氷見市民病院（富山県氷見市鞍川1130）

35 藤井歯科医院 933-0045 富山県高岡市本丸町8-24 0766-24-7502 ○ ○ 歯科 藤井　俊彦 厚生連高岡病院（富山県高岡市永楽町5-10）

36 加須屋歯科医院 933-0842 高岡市横田町3-9-4 0766-29-0184 ○ ○ 歯科 加須屋　聡 厚生連高岡病院（富山県高岡市永楽町5-10）

37 医）まきの歯科医院 933-0014 高岡市野村875 0766-26-1177 http://www.makino418.com/ ○ ○ 歯科 牧野　　明 厚生連高岡病院（富山県高岡市永楽町5-10）

38 わたなべ歯科クリニック 939-0271 射水市大島北野49-19 0766-52-0550 ○ ○
歯科

口腔外科
渡辺　光生

高岡市民病院（富山県高岡市宝町4-1）
射水市民病院（富山県射水市朴木20）

39
富山県立中央病院
歯科口腔外科

930-8550 富山市西長江2-2-78 076-424-1531 https://www.tch_pref.toyama.jp/ ○ ○ 歯科口腔外科

小島　　拓
倉部　華奈
荻野　奈保子
髙田　寛子

40 北村歯科クリニック 933-0806 高岡市赤祖父４４６ 0766-20-6680 ○ ○ 歯科 北村　　悟
高岡市民病院（富山県高岡市宝町4-1）

厚生連高岡病院（富山県高岡市永楽町5-10）

41 医）上田歯科医院 939-8015 富山県富山市中川原３８７－１４ 076-421-8332 ○ ○ 歯科 上田　　均 富山県立中央病院（富山県富山市西長江2-2-78）

42 セントラル歯科医院 930-0072 富山県富山市桃井町2-2-11 076-422-2022 ○ ○ 歯科 吉田　義弘



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
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た診療の実施の有無
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（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

基本情報 事務連絡に基づく対応について

43
北陸中央病院歯科口腔外

科
932-8503 小矢部市野寺123 0766-67-1150 http://hokuriku-ctr-hsp.jp/ ○ ○ 歯科口腔外科 式守　道夫

44 富山大学附属病院 930-0194 富山県富山市杉谷2630 076-434-2281
http://www.hosp.u-

toyama.ac.jp/guide/medical/dentistr
y.html/

○ ○ 歯科口腔外科
藤原　久美子
今上　修一
冨原　　圭

富山大学附属病院　救急部等（富山県富山市杉谷2630）

45
デンタル・クリニック

すぎもと
930-0975 富山市西長江３－７－４０ 076-493-6500 http://dental-Sugimoto.jp/ ○ ○

歯科
口腔外科

杉本　裕史 富山県立中央病院（富山県富山市西長江2-2-78）

46 COSMO21歯科クリニック 939-0627 富山県下新川郡入善町椚山1336 0765-74-9188 http://cosmo21dentalclinic.com 〇 〇
歯科

小児歯科
守屋　信吾


