
【佐賀市歯周病検診の実施歯科医療機関】

医　療　機　関　名 住所 電話番号 医　療　機　関　名 住所 電話番号

あ 秋山歯科医院 高木瀬町 ３２－８０２０ す 末益歯科医院 川副町 ４５－１７０２

い 池田歯科医院 新栄西 ２２－０３８８ すえます歯科クリニック 早津江 ３７－１０１１

イターナル歯科クリニック 白山 ２７－５０５５ そ そえじま歯科 久保田町 ６８－４１８０

いちのせ歯科・小児歯科医院 木原 ２７－０４２０ た 高森歯科医院 嘉瀬町 ２５－２７５１

いまむら歯科医院 久保泉町 ９８－２４９１ 武富歯科医院 金立町 ９８－１１２３

今村歯科医院 堀川町 ２４－２０１４ たしろデンタルクリニック 鍋島 ９７－７９６４

う 植田歯科医院 田代 ２８－４４４８ 田中栄一歯科・小児歯科医院 鍋島町 ３３－０６３１

うえの歯科 大和町 ５１－２１５１ たなか歯科 本庄町 ２６－２０６２

上原歯科医院 神園 ３１－３１９６ 田中なおき歯科 光 ２６－５９３０

うめづ歯科・小児歯科医院 八戸溝 ３０－２５５５ ち 千葉歯科医院 開成 ３１－８１６４

浦歯科医院 兵庫南 ２８－７０７０ つ 鶴田歯科医院 久保泉町 ７１－８０６５

え 江頭歯科医院 北川副町 ２６－７６６８ て 医療法人ＴＥＲＲＡ矯正歯科クリニック 西与賀町 ２９－５０８６

お おか歯科 高木瀬東 ３２－６６８３ と 徳島歯科医院 日の出 ３１－７７８３

おかむら歯科医院 昭栄町 ２７－７８９９ 鳥巣歯科医院 神野東 ３１－７６１１

おがさわら歯科・小児歯科 神野西 ３１－８６８７ な 中尾歯科医院 神園 ３１－０６５１

緒方歯科医院 川副町 ４５－８３７７ 中島歯科医院 北川副町 ２４－８１４８

緒方歯科クリニック 若宮 ３１－６１１５ に にし歯科医院 開成 ３６－９８５５

小川歯科医院 駅前中央 ３１－８３０３ 西村歯科医院 諸富町 ４７－２５１６

小川歯科医院 大和町 ６２－００６１ 西村正信歯科医院 高木瀬町 ３２－１１４１

小副川歯科医院 与賀町 ２４－６７９６ の 野口歯科医院 兵庫南 ２５－６０６０

おのはら歯科医院 東佐賀町 ３７－７３００ は はっとり歯科医院 大和町 ６２－１２６１

か 嘉村壽人歯科医院 川原町 ２６－８２５５ 服部歯科医院 多布施 ２４－１０２８

き HCA-Style北川歯科こども歯科医院 開成 ３１－７５１５ はら歯科医院 嘉瀬町 ２２－８０２６

北島歯科医院 長瀬町 ２３－７６２１ はらだ歯科クリニック 木原 ２９－５１０３

きたむら歯科クリニック 巨勢町 ４１－６０２４ はやし歯科クリニック 赤松町 ３７－１５８２

北村歯科医院 神野東 ３０－５２３２ ひ 日浦歯科医院 鍋島町 ３２－０２０２

木下歯科医院 久保泉町 ９８－３１５５ 東島歯科医院 与賀町 ２３－６０２０

木村歯科 久保泉町 ９８－３２３２ 東与賀大塚医院歯科 東与賀町 ３４－７０７１

こ こいで歯科医院 川副町 ４５－８８１０ ひろ歯科クリニック 兵庫北 ２８－６４２０

こうすけ歯科医院 兵庫町 ４１－８４６９ ふ ふくしま歯科・こども歯科 鍋島 ３４－４８１０

古宇田歯科医院 高木瀬町 ３０－８０１１ 福成歯科医院 鍋島町 ３３－２８１１

駒井歯科医院 多布施 ２２－７３１１ 福山歯科クリニック 高木瀬西 ３０－７７７７

小松歯科 天祐 ２２－５２８１ フジセデンタルクリニック 南佐賀 ２７－７０１１

さ 坂井歯科医院 末広 ２９－２０２０ ふじわら歯科クリニック 兵庫南 ２７－７８８８

酒井歯科医院 大財 ２３－８４１７ ふるかわ歯科・小児歯科医院 鍋島 ３４－２６６６

佐賀駅つるた歯科 駅前中央 ３７－７３８２ ま まえやま歯科医院 水ケ江 ２３－３１５０

佐賀駅前矯正歯科 駅前中央 ３７－３５２７ 松尾歯科医院 成章町 ２３－８４５２

佐賀記念病院 高木瀬町 ３１－７７７１ 松本歯科医院 柳町 ２３－２２４４

佐賀市立国民健康保険三瀬診療所 三瀬村 ５６－２００１ み みのり歯科診療所 水ケ江 ２７－８５６６

Sagan歯科・こども歯科 本庄町 ３７－３３３７ 宮崎歯科 水ｹ江 ２４－８２４１

佐野歯科医院 水ヶ江 ２３－６４０５ も ももたに歯科医院 柳町 ２９－１５５１

サノ歯科クリニック 久保田町 ６８－２４０５ 森寺歯科医院 鬼丸町 ２６－７４５０

し しげまつ歯科医院 巨勢町 ２２－５０３４ 森永歯科医院 駅前中央 ３０－９００６

しげまつ歯科口腔クリニック 大和町 ３７－１１８４ 森永歯科クリニック 高木瀬東 ３１－３７３４

しほデンタルクリニック 本庄町 ９７－８３１５ 諸岡歯科医院 神野東 ３０－３２７１

下平歯科医院 神野西 ３１－１８４０ や やまぐち歯科医院 大和町 ６２－４８４８

下平歯科久保田診療所 久保田町 ６８－４５２０ 山口歯科医院 新栄東 ２４－３３２４

清水歯科医院 東与賀町 ４５－０３２７ 山田歯科医院 若楠 ３１－１１８２

志波歯科医院 東与賀町 ４５－８５６７ ゆ ゆきデンタルクリニック 兵庫町 3０－４９０１

進歯科医院 木原 ２７－８０２４ よ 横尾歯科医院 金立町 ９８－３２２４

陣内歯科医院 白山 ２３－４７００ よしだ歯科クリニック 久保田町 ６８－５２３０

（令和４年度）

♢歯科医療機関で受診できるのは、40歳または50歳(年度末年齢)のみです。

♢受診前に各歯科医療機関にお電話にて事前にご予約ください。

♢受診当日は、住所や年齢が確認できる保険証等をお持ちください。

♢本歯周病検診には、検診後の治療や精密検査は含まれません。


