
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）

組合立諏訪中央病院 391-8503 長野県茅野市玉川4300番地 0266-72-1000 http://www.suwachuo.jp/ × ○  歯科口腔外科 担当医師

社会医療法人財団慈泉会
相澤病院

390-8510 長野県松本市本庄2-5-1 0263-33-8600 http://www.ai-hosp.or.jp/ × ○ 歯科口腔外科 吉村　伸彦

市立大町総合病院 398-0002 長野県大町市大町3130番地 0261-22-0415 https://www.omachi-hospital.jp × ○  歯科口腔外科 小山　吉人

長野市民病院 381-8551 長野県長野市大字富竹1333番地1 026-295-1199 https://www.hospital.nagano.nagano.jp/ × ○
歯科・
歯科口腔外科

鎌田　孝広
草深　佑児
稲吉　克仁

長野県厚生農業協同組合
連合会 長野松代総合病院

381-1231 長野県長野市松代町松代183番地 026-278-2031 http://ww.nagano-matsushiro.or.jp × ○
歯科
口腔外科

主治医

JA長野厚生連　北アルプ
ス医療センター　あづみ
病院

399-8695 長野県北安曇郡池田町大字池田3207-1 0261-62-3166 https://www.azumi-ghp.jp/ × ○ 歯科口腔外科 全員 なし

本村歯科医院 380-0936 長野市岡田町130-10 026-227-7772 ○
歯科

本村泰雄

栄村国民健康保険栄村歯
科診療所

389-2702 長野県下水内郡栄村北信3602-1 0269-87-3211 http://www.miy.janis.or.jp/~koba/ 無し 無し
歯科

小林　博

栄村国民健康保険栄村診療所（長野県下水内郡栄村北信
3602-1）

町立津南病院（新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁
2682）

三本柳青木歯科 381-2246 長野市丹波島１－８１１ 026-283-5111 × ○
歯科

口腔外科
青木伸之
青木直子

長野県厚生連松代総合病院
(長野県長野市松代町183）

アース歯科 381-2205 長野市青木島町大塚字北島929-1 026-214-3118 × ○ 同上 蟻川禎一 同上

デンタルクリニックオアシス 388-8019 長野市篠ノ井杵淵１４０８ 026-214-2277 × ○ 同上 大熊　毅 同上

草深歯科医院 381-2215 長野市稲里町中氷鉋６６４－２ 026-284-8914 ○ ○ 同上 草深正之 同上

志門歯科クリニック 381-2205 長野市青木島町大塚１９２－11 026-285-6480 ○ ○ 同上 小林志門 同上

アイ歯科クリニック 388-8004 長野市篠ノ井会６７０－１８ 026-292-7878 ○ ○ 同上 小山卓蔵 同上

こやま歯科医院 381-2226 長野市川中島町今井１６６３－８ 026-283-0688 ○ ○ 同上 小山俊幸 同上

さかた歯科医院 381-2225 長野市篠ノ井岡田１９９－３ 026-261-1184 ○ ○ 同上 坂田恒康 同上

島田歯科医院 381-2224 長野市川中島町原１２６２－６ 026-293-5059 ○ ○ 同上 島田隆夫 同上

塚田内科歯科医院 388-8002 長野市篠ノ井東福寺１００８－４ 026-290-7002 × ○ 同上 塚田久美子 同上

土屋歯科医院 388-8006 長野市篠ノ井御幣川１１９８ 026-292-1399 × ○ 同上 土屋　博 同上

濱田歯科医院 388-8011 長野市篠ノ井布施五明3154 026-292-9123 × ○ 同上 濱田明子 同上

浜歯科医院 381-2226 長野市川中島町今井１４８７－２ 026-286-5521 ○ ○ 同上 浜　秀樹 同上

宮本歯科医院 381-2233 長野市川中島町上氷鉋３９２－１ 026-285-2902 ○ ○ 同上 宮本　良 同上

栁澤歯科医院 388-8007 長野市篠ノ井布施高田１０３６－１ 026-292-1156 × ○ 同上 栁澤　純 同上

山岸歯科医院 388-8004 長野市篠ノ井会２３４－３ 026-292-9282 ○ ○ 同上 山岸光男 同上

山崎歯科医院 388-8014 長野市篠ノ井塩崎３７３９－4 026-292-8100 ○ ○ 同上 山﨑　明 同上

なかじま歯科医院 399-7402 長野県松本市会田668-1 0263-64-1182 ○ ○
歯科

口腔外科
中島潤子 信州大学附属病院歯科口腔外科

ごうや歯科医院 390－0841 長野県松本市渚1-7-38　フィオーレ渚3F 0263-50-6751 http://www.goya-dentalclinic.com/ ○ ○ 歯科 合屋ゆかり

ひばりヶ丘歯科医院 390-1401 長野県松本市波田5268-3 0263-92-5029 ○ 歯科 奧原健一 信州大学医学部口腔外科

諏訪矯正・予防歯科　４S 392-0015 長野県諏訪市中洲421 0266-53-2666 https://ss4s.jp ○ ○

歯科
口腔外科
矯正歯科
小児歯科

吉澤　光弘 諏訪赤十字病院（諏訪市湖岸通り5-11-50）

医療法人クリーン歯科医
院

392-0015 長野県諏訪市中洲5644-1 0266-58-8121 ○ ○
歯科

口腔外科
平林　辰夫
望月亜理紗

諏訪赤十字病院（諏訪市湖岸通り5-11-50）

湖柳歯科医院 392-0027 長野県諏訪市湖岸通り5-17-1 0266-53-0506 ○ ○ 歯科 笠原　健一 諏訪赤十字病院（諏訪市湖岸通り5-11-50）

堀歯科医院 392-0027 長野県諏訪市湖岸通り4-5-18 0266-52-1659 ○ ○
歯科

小児歯科
藤森民雄 諏訪赤十字病院（諏訪市湖岸通り5-11-50）

信州大学医学部附属病院 390-8621 長野県松本市旭３－１－１ 0263-35-4600 https://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/ ○ ○ 特殊歯科･口腔外科各科対応医師 -

牛木歯科医院 395-0056 長野県飯田市大通1-21 0265-22-1648 〇 〇 歯科 牛木　猛雄 飯田市立病院（長野県飯田市八幡町438）

加藤歯科医院 395-0011 長野県飯田市大門町15 0265-22-1678 今のところなし 今のところなし
歯科
口外
小児

加藤　進
加藤　伸吾

飯田市立病院（長野県飯田市八幡町438）

医療法人公仁会轟病院
歯科

382-0000 長野県須坂市大字須坂１２３９
026-245-0126
026-248-1391

https://www.todoroki-h.com/ ○ ○  歯科口腔外科
轟、野口、野
原、橋本

医療法人 公仁会 轟病院（長野県須坂市大字須坂1239）
自病院
長野県立信州医療ｾﾝﾀｰ（長野県須坂市大字須坂1332）
長野市民病院（長野県長野市大字富竹1333-1）

中央歯科医院 399-0427 長野県上伊那郡辰野町中央18 0266-44-1441 ○ ○ 歯科 中村　海基 伊那中央病院

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（長野県）

基本情報
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