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6.歯科医院 「島原市のちからこぶNo.14 」に掲載を承諾した医療機関
　訪問診療対応：計画的な医療ｻｰﾋﾞｽ(診療)を行うこと。

1 2 3 4

南安徳町丁4455 白山町26 弁天町一丁目7408-3 大下町丙1309-2

61-1800 62-3765 63-7616 62-7407

61-1814 62-3862 63-7616 62-7407
uekisika@ruby.plapla.or.jp ctkxp506＠yahoo.co.jp yz-ohta@shimabara.jp

月･火･木･金 
  9:30～13:00
14:30～18:30

水･土  9:30～14:00

月～金  9:00～12:00
         14:00～18:30
      土  9:00～13:00

月～金  9:00～13:00
         14:00～18:00
      土  9:00～12:00

月～金  9:30～13:00
         14:30～19:00
　　土  9:30～13:00

水曜･土曜午後､
日､祝日 土曜午後､日､祝日 土曜午後､日､祝日 土曜午後､日､祝日

曜日・時間 要相談 要相談 要相談

地域 島原市内 島原市近隣 16㎞圏内

方法 電話･FAX 電話 要相談

曜日･時間 要相談 土 12:00～13:00 要相談

可 可 否 可

大田　雄三(院長）

5 6 7 8

浦田一丁目809-1 中町796 湊町354 亀の甲町乙1696-4

62-4579 62-4745 63-6711 63-4848

62-4579 62-4792 63-6717 64-1008

kita@shimabara.jp shimiz@topaz.ocn.ne.jp

月～金  9:00～12:30
         14:00～19:00
      土  9:00～12:30
 　　（第1､2午後矯正）

月～金  9:00～12:00
         14:00～18:00
　　土  9:00～12:00

月～金  9:00～12:30
         14:00～18:30
      土  9:00～14:00

月･火･木･金
         9:00～12:30
　　  14:00～18:00
水･土 9:00～12:30

土曜午後､日､祝日 土曜午後､日､祝日 土曜午後､日､祝日 水曜･土曜午後､
日､祝日

曜日・時間 要相談 要相談 診療時間内
時間外は要相談 要相談

地域 16㎞圏内 島原市近郊 16㎞圏内 島原市当院近隣地域

方法 電話･FAX 直接面談･往診同席･外来
同席･電話･FAX･メール

直接面談･往診同席･外来
同席･電話･FAX･メール 電話

曜日･時間 要相談 診療時間内 随時 月･木 9:00～12:30/14:00～18:00
水･土 9:00～12:30

可 可 可 完全ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰではない

大場　堂信(院長）喜多　清基(院長）喜多　忍(顧問） 清水康裕(院長）

訪問診療
対応

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ
等の対応

車いす使用
医療・介護連携担当者（役職）

住所

電話番号

FAX番号

メールアドレス

診療曜日・時間

休診日

診療曜日・時間

休診日

訪問診療
対応

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ
等の対応

車いす使用
医療・介護連携担当者（役職）

マップ番号

医療機関名

住所

電話番号

FAX番号

メールアドレス

あおい歯科 植木歯科医院 大岡歯科医院 大田歯科医院

大場歯科医院 喜多歯科 キタ忍歯科医院 清水歯科医院

マップ番号

医療機関名
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9 10 11 12

有明町湯江丙4-4 有明町大三東戊636-1 先魁町1164-5 新町二丁目112

68-3844 68-0150 64-6480 62-4427

68-3944 68-0335 73-9003 62-4427
sdc@lilac.ocn.ne.sp sueyosit@mocha.ocn.ne.jp takagid@takagihp.or.jp matsuda@snda.or.jp

月～金  9:00～12:00
         14:00～18:00
      土  9:00～12:00

月～金  9:00～12:00
         14:00～18:00
     土   9:00～12:00

月･火･水･金
　8:30～13:00
14:30～18:00

木･土  8:30～12:30

月･火･木･金
         9:00～12:30
       14:30～18:30
水･土  9:00～12:30

日､祝日 土曜午後､日､祝日 木曜･土曜午後､
日､祝日

水曜･土曜午後､
日､祝日

曜日・時間 × 月～土11:00～12:00 要相談 要相談

地域 × 有明町近郊 20㎞圏内 16㎞圏内

方法 × 直接面談･往診同席･外来同席
電話･FAX･メール 電話･FAX･メール 要相談

曜日･時間 × 月 12:00～13:00 03:11 金･水･火･月 決まっていない

可 可 可 否

白倉　政男(院長）末吉　孝夫(院長）濵本　舞(主任）

13 14 15 16

上の町533 津町586-1 上新丁一丁目4158-1 有明町大三東乙66-1

62-4361 73-6884 64-5077 68-0011

73-6810 73-6885 64-5078 68-0011
you@haraguchi-dental.com makisika@himawarinet.ne.jp

月～金  9:30～13:00
         14:30～18:30
      土  9:30～13:00
         14:30～16:30

月～金  9:00～12:00
         14:00～19:00
      土  9:00～13:00

月～金  9:00～12:30
         14:00～19:00
土･日　9:00～13:30

月～金  9:00～12:00
         14:00～18:00
      土  9:00～12:00

第2･4木曜､日､祝日 日､祝日 土曜午後､日､祝日 土曜午後､日､祝日

曜日・時間 診療時間内 随時 要相談 要相談

地域 島原市近隣 島原市内 16㎞圏内 島原市近隣

方法 電話･直接面談 直接面談･往診同席･外来
同席･電話･FAX･メール

直接面談･往診同席･外来
同席･電話･FAX･メール 電話

曜日･時間 月　9:30～18:30
土　9:30～16:30 随時 月～土 診療時間内 月　10:00～17:00

土　　9:00～11:00

可 可 可 可

松井　良二(歯科医師）

訪問診療
対応

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ
等の対応

車いす使用
医療・介護連携担当者（役職）

住所

電話番号

FAX番号

メールアドレス

診療曜日・時間

休診日

訪問診療
対応

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ
等の対応

車いす使用
医療・介護連携担当者（役職）

マップ番号

医療機関名

住所

電話番号

FAX番号

メールアドレス

診療曜日・時間

休診日

マップ番号

医療機関名 （医)しらくら
歯科医院 末吉歯科 （医)高城歯科

クリニック 寺田歯科診療所

（医)はらぐち
歯科医院 （医)林歯科医院 まき歯科 松井歯科医院



6

歯
科
医
院

－ 19 －

17 18 19 20

北門町1563-1 北安徳町丁3008-5 有明町大三東戊1321 湖南町6875-1

65-0233 62-7355 68-3872 62-7300

65-0233 62-7357 68-3872 62-7304
matsumoto@snda.or.jp d.d.r-maruchan@proof.ocn.ne.jp

月～金  9:00～13:00
         15:00～19:00
      土  9:00～13:00

月～金  9:30～12:30
　　 14:00～19:00
土  9:30～12:30

月～金  9:00～13:00
         14:30～18:00
      土  9:00～13:00

月･火･木･金
　9:00～12:30
14:00～18:00

     水  9:00～12:30
     土  8:30～12:00

土曜午後､日､祝日 土曜午後､日､祝日 土曜午後､日､祝日 水曜･土曜午後､
日､祝日

曜日・時間 月～土13:30～14:30 水･金 午後 随時 水･土 午後

地域 旧島原市内 島原市近隣 有明町近隣 島原市内

方法 要相談 電話･FAX 要相談 電話･直接面談

曜日･時間 要相談 診療時間中可 要相談 水･土14:00～18:00

可 否 可 可

松尾　裕純(院長）受付 受付

21 22 23 24

萩原二丁目5230-3 有明町大三東戊1361-1 新町一丁目213 田町690-2

62-1180 68-0017 62-3016 62-5026

62-1181 68-0017 62-3016 62-5023
keiaikatachi@yahoo.co.jp morimoto@snda.or.jp yoshida-shika@sage.ocn.ne.jp

月～水･金･土
       9:30～13:00
    　15:00～18:30
    （土のみ18:00まで）
  木 9:30～13:00

月･火･木･金
           9:00～13:00
         14:00～18:00
   水･土 9:00～13:30

月～水･金･土
       9:00～12:00
      14:00～18:30

月･火･木･金 
　9:00～12:00
14:00～19:00

水･土 9:00～12:00
　　　14:00～17:00

木曜午後､日､祝日 水曜･土曜午後､
日､祝日 木曜､日､祝日 日､祝日

曜日・時間 木曜午後 水･土 午後 要相談

地域 島原市内 島原市近隣 島原市近郊

方法 電話･FAX･メール 要相談 直接面談･往診同席･外来同席
電話･FAX

曜日･時間 木 14:00～18:30 要相談 月･金 9:00～18:30

可 可 可 可

山口　真佐幸(院長）医療・介護連携担当者（役職）

住所

電話番号

FAX番号

メールアドレス

診療曜日・時間

休診日

訪問診療
対応

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ
等の対応

車いす使用

訪問診療
対応

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ
等の対応

車いす使用
医療・介護連携担当者（役職）

マップ番号

医療機関名

住所

電話番号

FAX番号

メールアドレス

診療曜日・時間

休診日

マップ番号

医療機関名 まつおデンタル
クリニック 松藤歯科 松本歯科医院 みやざき歯科

宮﨑歯科医院 森元歯科
クリニック 山口歯科医院 吉田歯科医院



25 26 27 28

下川尻町16 大手原町甲14-1 前浜町甲74-1 上の原一丁目6253番地

63-1750 62-8718 62-8440 71-3156

62-3655 62-8758 62-8440 71-3156

無 smile-shimabara@yahoo.co.jp 0 0

月～土　8:30～12:00
月～水･金14:00～18:00

月･水･木･金
       10:00～14:00
       15:30～20:00
土    10:00～14:00
       15:00～18:00
日･祝  9:00～15:00

月～金  9:00～12:00
         14:00～19:00
      土  9:00～13:00

火～土  8:00～13:00
         14:00～17:00

日､祝日 火 土曜午後､日､祝日 日､月

曜日・時間 ✕ 要相談（午前中） 要相談 ×

地域 ✕ 島原市近郊 16km圏内 ×

方法 ✕ 0 0 ×

曜日･時間 ✕ 月･水･木･金 14:00～15:00 0 ×

可 可 可 ×

なし 好川　正（理事長） 0 0

訪問診療
対応

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ
等の対応

車いす使用

医療・介護連携担当者（役職）

住所

電話番号

FAX番号

メールアドレス

診療曜日・時間

休診日

マップ番号

医療機関名 渡部歯科医院 スマイル歯科
野島デンタル
クリニック

ぴの歯科


