
妊婦歯科健康診査受診券の利用可能な歯科医院一覧 ●必ず電話でご連絡のうえ、ご利用ください。

診療所名 電話番号 住所 受付時間 定休日

1 　あさい歯科クリニック 963-5226 錦町
10：00-13：30/15：00-19：00

水・土は9：00-12：30/14：00-17：00
日、祝

2 　旭歯科医院 962-2521 末広町 9：00-12：30/14：00-18：30 日、祝、木・土の午後

3 　いしわた歯科医院 962-2124 大手町
9：30-12：00/13：30-18：00

土は16：00まで
日、祝、木

4 　庵原歯科医院 963-2468 添地町 8：30-11：30/13：00-17：00 日、祝、水・土の午後

5 　亀井歯科医院 962-0995 大手町 9：00-11：30/13：30-17：00 日、祝、木・土の午後

6 　くわはら矯正歯科医院 962-0388 大手町 9：00-12：00/13：00-18：00 日、祝、火、水

7 　KLＴ川口メモリアル歯科 963-5841 大手町 9：00-12：00/14：00-18：00 日、祝

8 　笹本歯科 951-2815 大手町 9：00-12：00/13：00-18：00 日、祝、土の午後

9 　中央歯科医院 962-3788 末広町
9：00-13：00/14：30-18：30

土は16：30まで
日、祝、水の午後

10 　にいづま歯科💛 964-2110 大手町
9：00-12：30/15：00-18：30

土は14：30-16：30
日、祝、木

11 　パル博愛歯科💛 962-0432 末広町
9：00-12：00/14：00-18：00

土は13：00-17：00
日、祝、木

（祝日のある週は木も診療）

12 　増山歯科医院 962-2176 添地町 9：00-11：30/13：30-17：30 日、祝、水

13 　ミノベ歯科医院 951-0299 大手町 10：00-13：00/15：00-19：00 日、祝、水

14 　山本歯科 962-5487 上土町 9：00-12：00/14：00-17：00 日、祝、木

診療所名 電話番号 住所 受付時間 定休日

1 　きくた歯科医院 951-4628 下河原
9：00-11：30/14：00-18：00

土は13：00-15：00
日、祝、土の16時以降

2 　栗田歯科医院 962-2687 幸町 10：00-11：30/14：30-16：30 日、祝、水・土の午後

3 　庄司歯科医院 962-1122 本町
9：00-12：00/13：30-18：00

土は17：00まで
日、祝、水

（祝日のある週は水も診療）

4 　シラカベ歯科医院 952-3333 下一丁田
9：00-11：30/14：00-18：30

土は13：30まで
日、祝、土の16時以降

（木のAMは電話で確認）

5 　中野歯科医院 962-1075 下本町 9：00-12：30/15：00-19：00 日、祝、木

6 　増田歯科医院 962-0195 新町 9：00-11：00/14：00-16：00 日、祝、水・土の午後

7 　望月歯科医院 962-2717 宮町 9：00-12：00/13：30-17：30
日、祝、木、土の午後

（祝日のある週は木も診療）

診療所名 電話番号 住所 受付時間 定休日

1    あん歯科クリニック 957-7878 下香貫樋ノ口
9：00-12：00/14：30-18:30

土は14：00-17：00
日、祝、木の午後

2 　牛臥歯科診療所 932-0065 下香貫塩場
9：00-12：00/14：00-18：00

土は12：00まで
日、祝、木

3 　片岡歯科医院 931-2009 下香貫汐入 9：00-11：30/13：30-16：30 日、祝、土の午後

4 　敬愛歯科医院 931-0100 下香貫下障子
9：30-12：00/14：30-18：00

土は16：00まで
日、祝、水

5 　鈴木歯科クリニック 934-1111 志下
9：30-11：30/14：00-18：30

土は16：30まで
日、祝、木

6 　すんとう歯科クリニック 933-3418 大平 9：00-12：00/14：30-18：00 日、祝

7 　せりざわ歯科医院 932-7070 我入道
9：00-12：30/14：30-18：30

土は17：00まで
日、祝、木

8 　古屋歯科医院 933-4435 下香貫藤井原 9：00-12：00/14：00-15：00 日、祝、木・土の午後

9 　光野歯科クリニック 934-0077 下香貫大久保 9：00-12：00/14：00-17：30
日、祝、木

第2・4土の午後

10 　わたなべ歯科医院 931-5445 志下 9：30-12：00/14：30-18：00 日、祝、木

診療所名 電話番号 住所 受付時間 定休日

1 　鎌田歯科医院 933-9700 御幸町 9：00-13：00/15：00-19：00 日、祝

2 　黒木歯科診療所 931-3367 本郷町 9：00-11：30/14：30-18：30 日、祝、水・土の午後

3 　斎藤歯科医院 935-6355 玉江町 9：00-12：00/15：00-18：00 日、祝、水・土の午後

4 　小児歯科よしいけ💛 932-6106 市場町 10：00-13：00
日、祝、木

（祝日のある週は木も診療）
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妊婦歯科健康診査受診券の利用可能な歯科医院一覧 ●必ず電話でご連絡のうえ、ご利用ください。

診療所名 電話番号 住所 受付時間 定休日

5 　鈴木歯科医院 931-1192 吉田町 9：00-12：00/13：30-18：30 日、祝、土の午後

6 　長尾歯科医院 931-3780 上香貫宮原 9：00-12：00/13：00-18：00
日、祝、第1・3・5の土、

第2・4土の午後

7 　中島歯科医院 932-7177 三園町 9：00-12：30/14：00-18：00 日、祝、木

8 　堀江歯科医院 931-8181 三園町 13：00-17：00　　土は15：00まで 日、祝、木

9 　三宅歯科医院💛 931-3967 玉江町 9：00-12：00/14：00-18：00
日、祝、金・土の午後

水の午前

10   矢田歯科医院 931-0157 御幸町 9：00-12：30/14：30-19：00 日、祝、木

診療所名 電話番号 住所 受付時間 定休日

1 　あさひデンタルクリニック💛 941-8148 沼北町
9：00-13：00/14：30-19：30

土は17：00まで
日、祝、木

（木は休診の場合が有）

2 　アップル歯科医院 923-8050 新宿町 8：00-12：00/14：00-18：30 日、祝、木・土の午後

3 　飯島歯科医院 921-8150 五月町 9：00-13：00/14：00-18：00
日、祝、木

（祝日のある週は木も診療）

4 　池田歯科医院 929-2000 北高島町 9：00-12：00 日、祝、木

5 　 ウエダ歯科 963-7070 平町 9：30-13：00/14：30-18：30 日、祝、木

6 　梅田歯科医院 921-3338 米山町 9：00-13：00/14：00-18：00 日、祝、水、第3木

7 　えがわ歯科矯正歯科 923-6480 高島本町
9：00-12：30/15：00-18：30

土は14：00-16：30
日、祝、木の午後

8 　小野歯科医院 921-9053 高島町
9：00-13：00/14：30-19：00

土は14：00-18：00
日、祝、木

9 　けやきデンタルクリニック 924-2550 寿町 9:00-19:00 日、祝、木

10 　桜井歯科医院 921-1008 沼北町
9：00-12：00/13：30-19：00

土は17：00まで
日、祝、木

11 　鈴木歯科医院 922-2888 北高島町 9：30-12：00/13：30-16：00 日、祝、木

12 　ソデ歯科医院 921-2720 高島町 9：00-11：00/13：30-18：00 日、祝、木

13 　デンタルオフィスみなと 926-8241 本田町
9：30-13：00/15：00-19：00

土は15：00まで
日、祝、水

14 　野口歯科医院 963-0050 三枚橋町 10：00-12：30/14：30-18：30 日、祝、木

15 　はせがわ歯科 923-8100 日ノ出町 9：00-12：00/14：00-18：30 日、祝、木

16 　はんがい歯科医院 925-0003 米山町
9：30-13：00/15：00-19：30

土は14：00-16：30
日、祝、木

17 　松本デンタルクリニック 943-7350 米山町
9：30-12：00/15：00-18：00

土は9：30～12：30/14：00-17：00
日、祝、第1・3・5水、第2・4木

18 　むらまつ歯科医院💛 926-4180 高沢町
9：30-12：00/14：00-19：00

土は17：00まで
日、祝、水

19 　れいこ歯科💛 923-8388 高沢町
9：00-12：00/14：00-18：00

第1・3・5土は13：30まで
日、祝、第1・3・5の木

第2・4の土

診療所名 電話番号 住所 受付時間 定休日

1 　いくこ歯科医院💛 968-4618 原 9：00-12：30/15：00-18：30
日、祝、水

（祝日のある週の水は診療）

2 　伊東歯科医院 967-2525 大塚 9：00-12：00/14：00-17：00 日、祝、木・土の午後

3 　庵原町中歯科医院 969-1000 原町中 9：00-11：30/13：30-17：30 日、祝、水・木・土の午後

4 　片浜ベース歯科 957-4649 松長
9：00-13：00/14：00-18：00

土は8：00-12：00まで
日、祝、水・土の午後

5 　加藤歯科医院 966‐4841 北今沢
9：30-11：30/14：00-17：30

土は12：00まで
日、祝、木

6 　ごとう歯科医院💛 966-5511 原 9：00-12：00/14：00-16：00 日、祝、木

7 　酒井歯科医院 968-1551 今沢 9：30-11：30/14：30-18：30 日、祝、水、土の午後

8 　せきざわ歯科医院 951-6123 西間門 9：00-12：00/15：00-18：00 日、祝、木

9 　ながさわ原町歯科医院 969-2212 原 9：20-12：00/15：20-18：40 日、祝、木

10 　西家歯科医院 966-0007 原 9：00-12：00/14：00-18：00 日、祝、木・土の午後

11 　原田歯科医院 967-5566 大塚 9：00-12：00/14：00-18：00 日、祝、木

12 　わたなべ歯科クリニック 968-1700 松長 9：30-12：00 日、祝、木

💛…女性歯科医師がいる「マタニティ歯科」院内標榜歯科医院
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診療所名 電話番号 住所 受付時間 定休日

1 　あしたか歯科医院 939-8070 西椎路
9：00-12：00/14：00-19：00

水・土は17:00まで
日、祝、木

2 　石渡歯科クリニック 923-4858 東椎路 9：00-12：30/14：00-18：00 日、祝、木

3 　大島歯科医院 925-0776 筒井町 9：00-12：00/14：00-18：00 日、祝、木

4 　岡山デンタルクリニック 967-2322 西椎路 9：30-12：30/14：00-18：30 日、祝、木

5 　後藤歯科医院 925-3511 東椎路
9：30-11：30/14：30-18：30

土は16：00まで
日、祝、木

6 　たなか歯科💛 923-6884 東沢田 8：30-12：00/14：00-17：00 日、祝、木

7 　宮内歯科医院 925-8217 中沢田 9：00-12：00/15：00-18：00 　　日、祝、木、土の午後

8 　ベル歯科医院 924-8088 中沢田 9：30-12：30/14：30-18：30 日、祝、木の午後

診療所名 電話番号 住所 受付時間 定休日

1 　稲玉歯科医院 923-4735 大岡 9：30-12：00/14：30-18：00 日、祝、木の午後

2 　おざわ歯科医院 951-2534 大岡 9：30-12：00/14：30-18：00 日、祝、木

3 　きのした歯科クリニック 925-3381 岡宮 9：00-13：00/15：00-18：30 日、祝、木

4 　さとう歯科医院 920-3515 大岡
9：00-11：30/14：00-18：00

土は16：00まで
日、祝、木

（祝日のある週の木は診療）

5 　佐野歯科クリニック 951-0522 大岡 9：00-12：00/14：00-18：00 日、祝

6 　芹澤歯科医院💛 922-5161 大岡
9：00-12：00/14：00-18：00

土は16：30まで
日、祝、木

7 　土屋歯科医院💛 962-3136 大岡
9：00-12：30/15：00-17：30

土は13：00まで
日、祝、木

8 　津野歯科医院 921-5164 大岡 9：00-12：00/14：00-18：00 日、祝、水・土の午後

9 　中ノ森歯科医院 923-6784 緑ヶ丘 9：00-12：00/14：30-17：00 日、祝、木・土の午後

10 　パートナー歯科💛 951-1150 大岡 10：00-12：30 日、祝、木、土の午後

11 　平原歯科クリニック 952-1101 大岡
9：30-12：00/14：30-18：30

土は16：30まで
日、祝、木

12 　増田デンタルクリニック 922-0705 大岡
10：00-12：00/14：00-18：30

土は15：30まで
日、祝、木

13 　渡辺歯科医院 921-0541 花園町 9：30-12：00/13：30-19：00 日、祝、木

14 　わたり歯科医院 923-1902 大岡 9：30-11：30/14：30-18：30 日、祝、木

診療所名 受付時間 定休日

1 　森田歯科医院 9：00-12：00 日、祝、木

2 　山田歯科医院
9：00-12：00/14：00-18：30

土は16：30まで
日、祝、木
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76.1%のママが良かったと言っています

42.0%のママが良かったと言っています

34.1%のママが良かったと言っています
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☆妊婦歯科健康診査助成

沼津市の歯に関する事業

★フッ素塗布受診券交付 （※沼津市歯科医師会事業）

１歳までの間に歯科医院デビューをしましょう。

☆1歳６か月児健診 ☆２歳児歯科健診 ☆３歳児健診

歯科医師による歯科健診、歯科衛生士による歯みがき指導と

希望者はフッ素塗布が受けられます。

☆フッ素塗布受診券交付

３歳半～４歳未満の期間で、歯科医院で受けられるフッ素塗布

受診券の交付。

☆幼児フッ素洗口

フッ素洗口を実施している保育園・幼稚園等に在籍する4歳・5歳児で、
保護者が希望する児に対し、フッ素洗口を行っています。

☆７か月児健康相談
歯科衛生士から赤ちゃんのお口のケアについて学びます。

1

令和元年度

沼津市健康づくり課調べ 妊婦歯科健診を受けて良かったことは何ですか？
※複数回答可


