
　
R3.4月～

歯科医院名 所在地 電話番号 歯科医院名 所在地 電話番号

あおば歯科クリニック 希望が丘１ 21-3420 さいとう歯科 新組町 25-2582

青葉台歯科医院 青葉台１ 46-7992 斉藤歯科医院 長町１ 32-3074

あおやぎ歯科クリニック 今朝白１ 89-7871 さくら歯科 浦瀬町 44-7080

あかしば矯正歯科クリニック 大手通１ 35-3691 さつき歯科医院 川崎６ 94-4012

あけぼの歯科 曙１ 39-5200 佐藤歯科 東坂之上町１ 34-4180

阿部歯科医院 本町１ 32-1555 佐藤歯科医院 長町１ 32-0210

阿部歯科医院 江陽１ 29-1800 沢矯正歯科医院 城内町２ 36-5023

五十嵐歯科医院 坂之上町１ 32-2077 しなのハートクリニック（歯科） 信濃２ 37-0521

いだ歯科医院 古正寺３ 27-7700 しみず歯科医院 東蔵王２ 25-3003

今井歯科医院 水道町４ 36-4657 しんざわ矯正歯科クリニック 古正寺３ 86-8640

入江歯科医院 本町２ 32-1522 神保歯科医院 大島新町１ 27-6478

上野歯科医院 高見１ 24-1800 すずき歯科医院 巻島２ 22-5677

えぐち歯科クリニック 中島５ 86-0118 生協ながおかデンタルクリニック 沢田１ 37-8810

大平歯科医院 船江町 34-3223 関歯科医院 宮内１ 33-7695

大竹矯正歯科医院 台町２ 32-2112 関歯科医院 山田１ 33-3598

大塚歯科医院 坂之上町３ 32-4564 そりまち歯科医院 宝１ 25-1210

大野歯科医院 藤橋１ 46-8211 たかはし歯科医院 蓮潟１ 28-6480

かさい歯科医院 三和３ 31-5665 高橋小児歯科医院 大手通１ 36-5622

要町歯科 要町２ 33-5700 たぐち歯科クリニック 美沢３ 77-2000

萱中歯科医院 関東町１ 32-8500 たなか歯科 錦１ 35-5600

かりや歯科医院 東神田１ 39-5977 田宮病院（歯科） 深沢町 46-3200

神田歯科 神田町１ 33-0003 田村歯科医院 関原町１ 46-2180

神成歯科医院 中島６ 37-0418 田村歯科クリニック 泉１ 39-4155

北島歯科医院 宮内２ 33-2131 中央歯科 新保６ 89-7778

鞍立歯科医院 本町２ 32-1511 永井歯科医院 新町１ 33-2934

小海歯科医院 曲新町 33-8881 長岡おとな・こども歯科クリニック 表町２ 36-3280

小坂井歯科クリニック 豊田町 37-1839 長岡中央綜合病院（歯科） 川崎町 35-3700

古正寺ファミリー歯科 古正寺１ 29-6480 長岡西病院（歯科） 三ツ郷屋町 27-8735

小林歯科クリニック 今朝白２ 34-6644 中川歯科医院 城内町２ 32-2041

駒形歯科クリニック 川崎６ 32-8148 なかじま歯科クリニック 西宮内２ 37-8200

近藤歯科医院 学校町３ 35-3590 長束歯科医院 大島本町４ 27-1016

（裏面に続く）

　 　　　下表から、希望する歯科医院を選び、あらかじめ予約のうえ、受診してください。
　　　　（歯科医院によって診療日が異なりますので、確認して受診してください。）
　　　　※この名簿以外の医療機関では、受診票は使用できませんのでご注意ください。

  ＜幼児フッ素塗布＞無料　○持ち物：フッ素塗布事業の受診票、母子健康手帳、保険証、タオル等　

　＜妊婦歯科健診＞無料　  ○持ち物：妊婦歯科健診受診票、母子健康手帳、保険証、歯ブラシ等　

長岡市妊婦歯科健診
幼児フッ素塗布事業 協力歯科医院名簿



歯科医院名 所在地 電話番号 歯科医院名 所在地 電話番号

中野歯科医院 大山２ 29-4199 越路地域

成田歯科医院 花園３ 37-1020 加藤歯科医院 来迎寺 92-3355

のざき歯科医院 下山５ 27-1105 すずらん歯科医院 来迎寺 92-5518

ヒッポ歯科クリニック 七日町 89-8451 永井歯科医院 来迎寺 92-2171

ひまわり歯科 川崎２ 37-7778 三島地域

ブレス・デザインデンタルオフィス 殿町２ 84-7654 かわうち歯科医院 脇野町 42-2534

堀歯科医院 神田町２ 32-0377 和田歯科医院 三島新保 42-3511

ほりきり歯科医院 古正寺3 20-5255 山古志地域

松井歯科医院 中島７ 36-5555 山古志歯科診療所 山古志竹沢甲 59-2037

まつだ歯科医院 十日町 22-2877 小国地域

丸山歯科クリニック 関原町３ 47-2488 小国歯科診療所 小国町七日町 95-2222

三井田歯科医院 花園２ 39-1181 和島地域

みどり町歯科医院 緑町１ 22-5002 山田歯科医院 小島谷 74-2123

山下歯科医院 中沢４ 34-6480 寺泊地域

山田歯科 下柳２ 27-7171 おぐろ歯科医院 寺泊吉 75-5588

やまだ歯科医院 上除町 21-0778 桑原歯科医院 寺泊白岩 75-4881

山田歯科医院 表町１ 32-2928 歯科斎藤医院 寺泊北曽根 0256-98-6140

山田歯科クリニック 土合５ 36-1777 栃尾地域

やまもと歯科医院 新保３ 24-2045 あきば歯科医院 天下島１ 52-5988

ゆきの歯科医院 高畑町 31-2575 石原歯科医院 滝の下町 52-2204

横山歯科医院 摂田屋１ 37-5833 さかいデンタルクリニック 金町２ 52-5420

吉岡歯科医院 新町１ 32-2064 とちお歯科クリニック 新栄町２ 53-0077

吉川歯科医院 川崎町 35-1184 広瀬歯科医院 栃尾表町 52-4620

吉原歯科クリニック 南七日町 47-3200 与板地域

米山歯科医院 大島本町５ 27-2347 小坂井歯科医院 与板町江西３ 72-2223

ワキヤ歯科医院 城内町３ 35-5210 丸山歯科医院 与板町与板甲 72-2418

中之島地域 川口地域

中之島歯科診療所 中之島 66-6826 小見歯科医院 東川口 89-4076

ビーバー歯科クリニック 中之島 66-8333 出雲崎町

みずほ歯科口腔外科 中之島 86-7785 本間歯科医院 出雲崎町大門 78-4581

　〒９４０－００８４　　長岡市幸町２－１－１ さいわいプラザ内

＜お問い合わせ先＞

長岡市教育委員会　子ども・子育て課　すくすく子育て係

電話：０２５８－３９－２３００


