
在宅医療マップ（大垣歯科医師会）

在宅療養支援
歯科診療所

医療機関名 医師名 地区 〒 住　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号 診療時間 休診日 訪問診療 訪問口腔ケア
摂食指導・

摂食機能療法

○ 北村歯科医院 北村　浩之 興文 503-0917 神田町2-6 74-7607 78-4030
8:30～12:00
14:00～19:00

木・日・祝日 ○ ○ ○

○ 萩野歯科医院 萩野　 賢 興文 503-0905 宮町1-38 78-2598 78-3282
9:00～13:00
15:00～18:30

木・日・祝日 ○ ○ ○

森歯科医院 森　俊也 興文 503-0899 高砂町2-4 78-3272 78-6496
8:30～12:00
14:00～18:00

日 ○ ○

おおた歯科クリニック 太田　雅司 東 503-0824 旭町3-1 75-3200 81-2288
9:00～13:00
14:30～19:00

日・祝日

杉田歯科医院 杉田　基 東 503-0893 藤江町3-5 78-0418 78-0450 8:30～20:00 日・祝日 ○ ○

○ プレマデンタルクリニック 岩田　浩行 東 503-0899 錦町26 77-2712 77-2712
9:30～13:00
15:00～19:30

木・日・祝日 ○

水の杜歯科 羽田　朝己 東 503-0901 高屋町1-25　フジビル２F 75-5522 75-5523
9:00～12:30

14:00～18:30(土～17:00)
木(祝週除く)・日・祝日 ○

○ 杉山歯科医院 杉山　健 西 503-0921 新馬場町10-5 78-5566 78-5590
9:00～12:00
15:00～19:00

木・日・祝日 ○ ○

○ しみず歯科医院 清水　良起 南 503-0858 世安町2-76 82-4180 82-4180
9:00～13:00
15:00～19:00

木・日・祝日 ○

みずたに歯科クリニック 水谷　雄一郎 南 503-0865 寺内町1-25-1 78-4026 78-4023 9:00～18:30（土～17:30） 木・日・祝日 ○

○ 田中矯正歯科こども歯科 田中　勝治 南 503-0873
南高橋町3-34-1
オーソ大垣ビル2階

73-8817 81-0101
10:00～13:00　15:00～19:00

（土・日）9:00～12:00　14:00～17:30
木・日・祝日 ○ ○

○ 岩井歯科医院 岩井　哲二 北 503-0015 林町7-766 81-4800 81-2880
9:00～12:00

14:00～19:30（土～18:00）
日･祝日 ○ ○ ○

片野歯科 片野　雅文 北 503-0015 林町1-46-11 81-6480 81-6487
9:00～12:00
14:00～19:00

木・日・祝日 ○

谷川歯科医院 谷川　良謙 北 503-0024 宿地町960-35 78-4538 78-4686
9:00～13:00

14:00～18:00（土～17:00）
日･祝日・土曜午後 ○

○ なかしま歯科 中島　寿一郎 北 503-0025 見取町2-77-4 81-5660 75-5210
9:00～12:00
14:30～19:30

木・日･祝日 ○ ○ ○

星ヶ丘歯科クリニック 久手堅　亘 北 503-0023 笠木町50 91-1100 91-1029
9:00～12:00
14:00～18:30

木・日・祝日 ○

ウエダデンタルクリニック 上田　哲司 日新 503-0965 多芸島2-152-2 89-8600 89-8600
9:00～12:00
14:00～19:00

木・日 ○

山村歯科クリニック 山村　幸二 日新 503-0955 友江2-133 89-0640 89-8683
9:00～12:00

14:00～20:00(土～18:00)
日･祝日 ○ ○

あゆむ歯科 大橋　悟 安井 503-0856 新田町2‐1265-1 89-4018 89-4028
9:00～12:30

14:00～19:00(土～17:00)
木・日・祝日

クマノ歯科 髙橋　直人 宇留生 503-0032 熊野町153-1 91-7556 91-7556
9:00～12:30
14:00～20:00

日･祝日・木曜午後 ○

○ 早野歯科医院 早野　泰弘 宇留生 503-0034 荒尾町1813-25 91-2468 91-2527
9:00～12:00
14:00～18:30

木・日・祝日 ○ ○

○ デンタルクリニックカノウ 加納　政司 静里 503-0981 桧町899-7 93-1205 93-1206
9:30～12:30
15:30～19:30

木・日・祝日・土曜午後 ○

高木歯科 髙木　千洋 綾里 503-0984 綾野5-125-120 91-9378 91-3035
9:30～12:30
14:30～19:00

木・日・祝日 ○ ○

○ 安藤歯科クリニック 安藤　智彦 川並 503-0816 小泉344-2 82-8020 71-9373
9:30～13:00
14:30～19:00

木・日・祝日 ○ ○

○ あだち歯科医院 足立　正孝 中川 503-0017 中川町4-163 81-6400 81-8269
9:00～12:00
14:00～19:00

日･祝日・木曜午後 ○ ○ ○

きのえデンタルクリニック 岡安　紗耶加 中川 503-0017 中川町2-488-1 77-7771 77-7772
9:00～13:00

15:00～19:00（土～18:30）
日･祝日

そばじま歯科医院 傍島　弘朗 中川 503-0008 楽田町8-113 82-5118 78-6383
9:30～12:30
14:30～19:30

木・日・祝日 ○ ○ ○

○ なかの歯科医院 児玉　圭二 中川 503-0022 中野町2-75 81-0081 81-0528
9:30～13:00
15:00～19:00

水・日・祝日 ○ ○

日比歯科クリニック 日比　明宏 中川 503-0012 三津屋町5-1-6 77-0814 77-0815
9:00～12:00
14:00～19:00

木・日・祝日 ○

山口総合歯科 山口　修二 中川 503-0018 西之川町1-247-1 74-8148 74-8196
9:00～13:00
15:00～19:00

日･祝日 ○ ○ ○

いながわクリニック 稲川　祐成 和合 503-0002 開発町5-76-1 74-8241 74-1710
9:00～12:30
14:30～19:00

木・日・祝日 ○ ○

○ かじた歯科 山岡　眞弓 和合 503-0001 大島町2-162 75-1855 75-1856
9:30～12:30
15:00～19:00

木・日・祝日 ○ ○

大垣地域在宅歯科医療連携室
在宅歯科医療連携室では、訪問診療の受付や紹介を行っています。また、療養されている方々のお口のトラブルのほか、

食べることや飲み込むことに関する相談も受付けています。お気軽にお問合せください。

TEL：８１－６５４０ FAX：８１－８９８９ 受付時間：月～金曜日 ９：００～１７：００ （ただし、木曜日 ～１２：００）
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大垣地域在宅歯科医療連携室
在宅歯科医療連携室では、訪問診療の受付や紹介を行っています。また、療養されている方々のお口のトラブルのほか、

食べることや飲み込むことに関する相談も受付けています。お気軽にお問合せください。

TEL：８１－６５４０ FAX：８１－８９８９ 受付時間：月～金曜日 ９：００～１７：００ （ただし、木曜日 ～１２：００）

アカデミー歯科クリニック 丸尾　謙二 三城 503-0811 波須2-61-2 81-1184 81-1755
9:00～13:00
15:00～19:00

水・日・祝日 ○ ○ ○

おおとファミリー歯科室 大音　博之 三城 503-0817 上面4-68-1 84-4618
9:00～13:00

15:00～19:00 （土～18:00）
木・日・祝日 ○

Ｃａｒｎａ　Ｄｅｎｔａｌ　Cｌｉｎｉｃ 篠﨑　章敬 三城 503-0802 東町4-1-5 81-8822 81-3339
9:00～12:30　14:00～18:30

（土）9:00～16:30
木・日・祝日 ○ ○

○ ハリヨ歯科 長縄　陵亮 三城 503-0807 今宿5-11-1 74-1182 74-1183
9:00～12:30　14:30～18:30

（土）9:00～13:00　14:30～17:00
水・木・祝日 ○ ○ ○

○ ビバ・スマイル歯科 山田　武次 荒崎 503-0997 長松町1119 92-2040 92-2080
9:00～12:30
14:00～19:00

木・日・祝日 ○ ○ ○

大垣ひまわり歯科 太田　大樹 荒崎 503-0997 長松町759-5 71-6482 71-8148
（月・火・金）9:30～12:30　14:30～19:30

（水）9:30～12:30　14:30～18:00
（土）9:30～12:30　14:00～18:30

木・日・祝日

○ わかば歯科 衣斐　友彦 荒崎 503-0993 荒川町字森元415-3 93-3303 93-3304
9:00～12:00
15:00～20:00

日・祝日・水曜午後 ○ ○

○ 赤坂歯科医院 山口　正義 赤坂 503-2213 赤坂町2969 71-3155 71-2182
9:00～13:00
19:00～21:00

木・日 ○ ○ ○

○ 今井歯科医院 今井　佐尚 青墓 503-2221 青墓町2-9 92-1020 92-1021
9:00～12:00
14:00～18:30

日・祝日 ○

岩田歯科医院 岩田　一司 墨俣 503-0102 墨俣町墨俣1060 62-5400 62-6271
8:00～12:00
13:30～17:00

木・日・祝日 ○

○ 大橋歯科医院 大橋　秀也 墨俣 503-0102 墨俣町墨俣122 62-5138 62-3374
8:30～12:00　14:30～19:00

(土）13:30～16:00
木・日・祝日 ○ ○

みずの歯科医院 水野　友司 墨俣 503-0104 墨俣町下宿799-1 62-3123 62-3123
9:00～12:30
14:00～19:30

木・日・祝日 ○

○ 林歯科クリニック 林　貴志 墨俣 503-0102 墨俣町墨俣572 84-4555 84-4550
（月・火・水）9:00～12:00　14:30～19:00

（金）9:00～12:00　14:30～19:30
（土）9:00～12:00　14:00～17:00

木・日・祝日 ○ ○

サワヰ歯科医院 澤井　孝雄 墨俣 503-0102 墨俣町墨俣182 62-5027 62-7216
9:00～12:00
14:00～18:00

木・日・祝日

岩田歯科医院 岩田　紀夫 垂井町 503-2113 垂井町清水1-131 22-6480 22-6261
9:00～12:30
14:00～18:30

木・日・祝日 ○ ○

うえだ歯科医院 上田　祐司 垂井町 503-2112 垂井町綾戸451-1 23-0810 23-0810
9:00～12:00
14:00～19:00

木・日・祝日 ○

○ カワサキ歯科医院 川﨑　秀二 垂井町 503-2122 垂井町表佐1089-1 23-3113 23-3114
9:00～13:00
15:00～19:00

日 ○ ○

○ 菅原歯科クリニック 菅原　孝司 垂井町 503-2121 垂井町2446-6 23-3993 23-3394
9:00～12:00
14:00～19:00

水・日・祝日 ○ ○

○ たく歯科医院 駒形　卓也 垂井町 503-2114 垂井町府中字外中181-2 23-4641 23-4641
8:30～12:30
15:00～19:00

木・日・祝日 ○ ○ ○

○ 富田歯科医院 富田　博明 垂井町 503-2112 垂井町綾戸868-1 23-2158 23-3636
9:00～12:00
14:00～19:00

木・日 ○ ○ ○

○ にしわき歯科 西脇　孝彦 垂井町 503-2125 垂井町東神田3-39 22-6464 22-6102
9:00～13:00
15:00～19:00

木・日・祝日 ○ ○ ○

安田歯科医院 小出　昌代 垂井町 503-2121 垂井町1289-1 23-2105 22-5859
9:00～12:00

14:00～19:00（土～18:00)
　水・日 ○

あさみ歯科 小谷　朝美 関ヶ原町 503-1515 関ヶ原町大字関ヶ原1141-1 43-1171 43-1161
8:30～13:00

15:00～19:00（土～14:00)
木・日・祝日・土曜午後 ○ ○

関ヶ原歯科医院 佐藤　良博 関ヶ原町 503-1515 関ヶ原町大字関ヶ原3166-12 43-2352 43-2997
9:00～12:00
14:00～19:00

木・日・祝日 ○ ○

松尾歯科医院 岡本　圭司 関ヶ原町 503-1541 関ヶ原町大字松尾123-5 43-1225 43-1225
9:00～13:00
15:00～20:00

木・日・祝日 ○

みわ歯科医院 三輪　茂雄 関ヶ原町 503-1501 関ヶ原町関ヶ原811-128 43-3300 43-3300
9:00～13:00
15:00～19:00

日･祝日・木曜午後 ○


