
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）

Ｋ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 520-0864 滋賀県大津市赤尾町13-55 077-533-1613 https://www.k-dental-clinic.net ○ ○
歯科

口腔外科
古藤　順一 大津市民病院（滋賀県大津市本宮２－９－９）

高山歯科医院 520-0025 滋賀県大津市皇子が丘2-10-25 大津MARY 1F 077-511-5533 https://perio-takayamashika.com/ ○ ○
歯科

小児歯科
歯科口腔外科

高山　真一
橋本　悠平
神田　大史

大津市民病院（滋賀県大津市本宮２－９－９）
大津赤十字病院(滋賀県大津市長等1丁目1-35）

滋賀医科大学附属病院(滋賀県大津市瀬田月輪町）

医療法人輝翔会　西大津歯科医院 520-0025 滋賀県大津市皇子が丘2丁目10-27西大津ISビル2F 077-526-2696 https://www.nishiotsu-d.com ○ ○ 歯科 森岡　千尋 大津赤十字病院(滋賀県大津市長等1丁目1-35）

医療法人白櫻会　小金沢歯科診療所 520-2264 滋賀県大津市大石東四丁目5-6 077-546-5157 ○ ○
歯科

口腔外科
小児歯科

小金澤　一美
小金澤　大亮
井上　千賀子
尾野　雄大

市立大津市民病院（滋賀県大津市本宮２丁目９番９号）
滋賀医科大学附属病院(滋賀県大津市瀬田月輪町）

光吉歯科医院 520-0047 滋賀県大津市浜大津2丁目1-11 077-521-6660 http://www.mituyosi.jp 〇 〇 歯科 光吉　平 市立大津市民病院（滋賀県大津市本宮２丁目９番９号）

石川歯科 520-0242 滋賀県大津市本堅田3-28-14 077-573-1888 〇 〇
一般歯科
歯科矯正

石川　美晴
石川　裕子

市立大津市民病院（滋賀県大津市本宮２丁目９番９号）
大津赤十字病院（滋賀県大津市長等1丁目1-35）

京都府立医科大学附属病院（京都市上京区河原町通広小
路上ル梶井町465）

医療法人はしもと歯科医院 520-0242
滋賀県大津市本堅田4-18-38　レークサイド佐倉マン
ション

077-574-5551 https://www.hashimotosika.jp 〇 〇
歯科

口腔外科
橋本　高生

伊庭歯科医院 525-0067 滋賀県草津市新浜町430 077-563-7919 ○ ○
歯科

口腔外科
伊庭　徹也 草津総合病院(滋賀県草津市矢橋町１６６０）

浅田歯科医院 520-3013 滋賀県草津市目川1057 077-553-6082 https://asada-dc.com ○ ○ 歯科
園山　亘
浅田　達
園山祥子

ひがき歯科医院 524-0044 滋賀県守山市古高町380 077-583-8188 ○
歯科

小児歯科
檜垣　学

県立総合病院(滋賀県守山市5丁目4番30号)
草津総合病院(滋賀県草津市矢橋町１６６０）

津曲歯科医院 524-0021 滋賀県守山市吉身2-6-44 077-583-3101 ○ ○ 歯科 津曲　雅美 県立総合病院(滋賀県守山市5丁目4番30号)

樋上歯科医院 520-2361 滋賀県野洲市北野一丁目13番9号 075-586-0555 ○ ○ 歯科 樋上　一郎 県立総合病院(滋賀県守山市5丁目4番30号)

小林歯科医院 520-2331 滋賀県野洲市小篠原1147-8 077-587-3001 https://ｗｗｗ.kobayashidc.net ○ ○
歯科

小児歯科

小林　加枝
小林　三男
苗村　仁美

県立総合病院(滋賀県守山市5丁目4番30号)

医療法人貴志会スマイル歯科 520-3107 滋賀県湖南市石部東3-8-8 0748-77-2555 https://ｗｗｗ.dc-smile.info/ ○ ○
歯科

小児歯科
口腔外科

内貴　寛敬

公立甲賀病院(滋賀県甲賀市水口町松尾1256）
大津市民病院（滋賀県大津市本宮２－９－９）
県立総合病院(滋賀県守山市5丁目4番30号)

滋賀医科大学附属病院(滋賀県大津市瀬田月輪町）

武村歯科医院 520-3301 滋賀県甲賀市甲南町寺庄952 0748-86-2145 https://dentist-7341.business.site × ○
歯科

小児歯科
武村　有史

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
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眞岡歯科医院 520-3301 滋賀県甲賀市甲南町寺庄1081番地 0748-86-2010 http://www.sanaoka118.com ○ ○
歯科

小児歯科
眞岡　淳之
眞岡　律雄

公立甲賀病院(滋賀県甲賀市水口町松尾1256）

公立甲賀病院 528-0074 滋賀県甲賀市水口町松尾1256番地 0748-62-0234 https://www.kohka-hp.or.jp/ × ○ 歯科口腔外科

もんや歯科クリニック 528-0036 滋賀県甲賀市水口町東名坂276 1F 0748-65-3006 ○ ○ 歯科 問矢　芳則 公立甲賀病院(滋賀県甲賀市水口町松尾1256）

江田歯科医院 523-0041 滋賀県近江八幡市中小森町字江元1394-1 0748-31-4618 http://eda-dental-clinic.com ○ ○ 歯科 江田　慶太郎
近江八幡市立総合医療センター(滋賀県近江八幡市土田

町1379）

立木歯科医院 523-0876 滋賀県近江八幡市本町4丁目2 0748-33-2038 ○ 歯科 立木　健

住井歯科医院 529-1602 滋賀県蒲生郡日野町河原1-7 0748-52-3434 sumii-shika.com/ ○ ○
歯科

小児歯科
住井　浩剛 公立甲賀病院歯科(滋賀県甲賀市水口町松尾1256）

きむら歯科クリニック 522-0086 滋賀県彦根市後三条町528-8 0749-23-2220 歯科 木村　三右衛 彦根市立病院(滋賀県彦根市八坂町1882）

市立長浜病院 526-8580 滋賀県長浜市大戌亥町313番地 0749-68-2300 http://www.nagahama-hp.jp/ × ○
歯科

歯科口腔外科
外来医師担当表

に基づく

医療法人しろやま歯科 526-0242 滋賀県長浜市三田町1308-27 0749-74-3222 ○ ○ 歯科 城山　淳一 市立長浜病院(滋賀県長浜市大戌亥町313番地)

つじ歯科医院 526-0058 滋賀県長浜市南呉服町2-11 0749-65-2233 ○ ○
歯科

小児歯科
辻　裕文 市立長浜病院(滋賀県長浜市大戌亥町313番地)

中村歯科 529-0241 滋賀県長浜市高月町高月592-4 0749-85-4858 854858.com
×

(再初診の方のみ対応)
○ 歯科 中村　義則

市立長浜病院(滋賀県長浜市大戌亥町313番地)
長浜赤十字病院（滋賀県長浜市宮前町14-7）

長浜市立湖北病院(滋賀県長浜市木之本町黒田1221)

中之郷歯科診療所 529-0515 滋賀県長浜市余呉町中之郷2434 0749-86-8120 ○ ○ 歯科 林　浩志
長浜市立湖北病院(滋賀県長浜市木之本町黒田1221)

市立長浜病院(滋賀県長浜市大戌亥町313番地)
長浜赤十字病院(滋賀県長浜市宮前町14-7)

おおやま歯科クリニック 520-1214 滋賀県高島市安曇川町末広3-8 0740-32-8088 www.ohyama-dental-clinic.com ○ ○
歯科

歯科口腔外科
小児歯科

大山　恒徳 高島市民病院(滋賀県高島市勝野1667)

あだち歯科クリニック 520-1212 滋賀県高島市安曇川町西万木811番地 0740-32-6480 ○ ○
歯科

小児歯科
足立　剛 高島市民病院(滋賀県高島市勝野1667)

たつなみ歯科医院 520-1605 滋賀県高島市今津町南新保165 0740-24-7057 ○ ○
歯科

口腔外科
龍波　礼知 高島市民病院(滋賀県高島市勝野1667)


