
 

 

 

４０歳以上で歯を失う原因の約８割は「歯周疾患」です。 

いつまでも健康な歯でおいしく食べられることは、人生の楽しみのひとつです。 

生涯健康な歯を保つために、下記の方を対象に「歯周疾患検診」を実施しています。

料金は無料です。対象の方は是非この機会に受診しましょう。 

 

対 象 者   

平成 25 年３月末日現在の年齢が 40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の方 

年 齢 生 年 月 日 

４０歳 昭和４７年 ４ 月 １ 日 ～ 昭和４８年 ３ 月３１日 

５０歳 昭和３７年 ４ 月 １ 日 ～ 昭和３８年 ３ 月３１日 

６０歳 昭和２７年 ４ 月 １ 日 ～ 昭和２８年 ３ 月３１日 

７０歳 昭和１７年 ４ 月 １ 日 ～ 昭和１８年 ３ 月３１日 

 

検 診 期 間   平成２４年１０月３１日（水）まで 

 

検 診 料 金   無料 

  

検 診 内 容   問診、口腔内診査、歯科保健指導 

 

検 診 場 所   別紙の指定歯科医院 

 

携 行 品   歯周疾患検診票、健康保険証 

 

問い合わせ先   出雲崎町 保健福祉課 保険健康係（☎0258-78-2293） 

 



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、検診票は使用できませんのでご注意ください。

＜検診料金＞無料
＜持 ち 物＞ 歯周疾患検診票、健康保険証

歯科医院 所在地 電話番号 歯科医院 所在地 電話番号

本間歯科医院
出雲崎町大門１３９－
１

78-4581 たかはし歯科医院 長岡市蓮潟1-17-12 28-6480

山田歯科医院 長岡市小島谷3363-3 74-2123 高橋小児歯科医院 長岡市大手通1-5-2 36-5622

河内歯科医院 長岡市脇野町2136 42-2534 武見歯科医院 長岡市関原町3-乙114 46-2030

和田歯科医院 長岡市三島新保3082 42-3511
医療法人　立川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾ
ﾝﾀｰ　立川綜合病院

長岡市神田町3-2-11 33-3111

小坂井歯科医院
長岡市与板町江西3-
1-12

72-2223 田村歯科医院 長岡市千手3-6-23 32-1225

藤田歯科医院 長岡市与板町与板505 72-2444 田村歯科医院 長岡市関原町1-1060-4 46-2180

丸山歯科医院 長岡市与板町与板甲1 72-2418 田村歯科クリニック 長岡市泉1-2-1 39-4155

医療法人社団　あおば
歯科クリニック

長岡市希望が丘1-7-1 21-3420 中央歯科 長岡市西神田1-1-1 32-0204

青葉台歯科医院
長岡市青葉台1-甲120-8
長岡ﾆｭｰﾀｳﾝｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１Ｆ

46-7992 永井歯科医院 長岡市新町1-1-8 33-2934

あかしば矯正歯科ｸﾘ
ﾆｯｸ

長岡市大手通1-4-1
ﾎﾞﾜｰﾙﾋﾞﾙ３F

35-3691
新潟県厚生連　長岡
中央綜合病院

長岡市川崎町2041 35-3700

あけぼの歯科 長岡市曙1-3-21 39-5200 中川歯科医院 長岡市城内町2-5-2 32-2041

阿部歯科医院 (本町） 長岡市本町1-3-1 32-1555
なかじま歯科クリ
ニック

長岡市西宮内2-33 37-8200

阿部歯科医院 (江陽） 長岡市江陽1-2-28 29-1800 長束歯科医院
長岡市大島本町4-106-
1

27-1016

五十嵐歯科医院
長岡市坂之上町1-4-
15

32-2077 中野歯科医院 長岡市大山2-3-10 29-4199

いだ歯科医院 長岡市古正寺1-249-1 27-7700 成田歯科医院 長岡市花園3-9-27 37-1020

今井歯科医院 長岡市水道町4-2-25 36-4657 のざき歯科医院 長岡市下山5-88-5 27-1105

医療法人社団　入江会
入江歯科医院

長岡市本町2-4-24 32-1522 長谷川歯科医院
長岡市東坂之上町3-1-
11

32-2689

上野歯科医院 長岡市高見1-7-9 24-1800 原歯科医院 長岡市城内町3-4-20 32-2066

内山歯科医院 長岡市南町3-9-14 32-1243 ひまわり歯科 長岡市川崎2-2478-1 37-7778

大平歯科医院 長岡市船江町3-11 34-3223
ブレス・デザイン　デ
ンタルオフィス

長岡市殿町2-3-12 84-7654

医療法人社団
大竹矯正歯科医院

長岡市台町2-1-26 32-2112 堀歯科医院 長岡市神田町2-1-19 32-0377

大塚歯科医院
長岡市坂之上町3-3-
10

32-4564 ほりきり歯科医院 長岡市古正寺3-254 20-5255

大野歯科医院 長岡市藤橋1-284-1 46-8211 松井歯科医院 長岡市中島7-3-36 36-5555

大森歯科医院 長岡市柏町2-2-4 33-3575 まつだ歯科医院
長岡市十日町字西野々
1009-2

22-2877

かさい歯科医院 長岡市三和3-8-3 31-5665 丸山歯科クリニック 長岡市関原町3-乙14 47-2488

医療法人社団博心会
要町歯科医院

長岡市要町2-8-6 33-5700 三井田歯科医院 長岡市花園2-8-15 39-1181

出雲崎町歯周疾患検診事業指定歯科医院

Ｈ24.4.1現在



歯科医院 所在地 電話番号 歯科医院 所在地 電話番号

萱中歯科医院 長岡市関東町1-9 32-8500 みどり町歯科医院 長岡市緑町1-86-33 22-5002

医療法人社団　　かり
や歯科医院

長岡市東神田1-3-23 39-5977 村山歯科医院 長岡市表町2-1-7 35-1536

河内歯科医院 長岡市春日1-7-2 32-2945 柳村歯科医院 長岡市堀金2-12-8 33-0524

医療法人社団　　青樹
会神田歯科

長岡市神田町1-1-7 33-0003
医療法人社団　山下
歯科医院

長岡市中沢4-342 34-6480

神成歯科医院 長岡市中島6-1-4 37-0418 山田歯科 長岡市下柳2-2-30 27-7171

北島歯科医院 長岡市宮内2-8-6 33-2131 やまだ歯科医院
長岡市上除町字村中甲
3591-52

21-0778

木村歯科医院 長岡市四郎丸4-10-3 33-7223
医療法人社団　山田
歯科医院

長岡市表町1-4-1 32-2928

鞍立歯科医院 長岡市本町2-3-2 32-1511 山田歯科クリニック 長岡市土合5-8-23 36-1777

小海歯科医院 長岡市曲新町542-1 33-8881 やまもと歯科医院 長岡市新保3-1-48 24-2045

古正寺ファミリー歯科
長岡市古正寺1-3058-
2

29-6480 ゆきの歯科医院 長岡市高畑町76-1 31-2575

古田島歯科医院 長岡市長町1-1671-9 34-1472 横山歯科医院 長岡市摂田屋1-2-63 37-5833

医療法人社団　小坂井
歯科クリニック

長岡市豊田町11-40 37-1839 吉岡歯科医院 長岡市新町1-3-27 32-2064

医療法人社団　　小林
歯科クリニック

長岡市今朝白2-8-5 34-6644 吉川歯科医院 長岡市川崎町765-1 35-1184

駒形歯科クリニック 長岡市川崎6-1349-3 32-8148 吉原歯科クリニック 長岡市南七日町30-8 47-3200

近藤歯科医院 長岡市学校町3-11-2 35-3590 米山歯科医院
長岡市大島本町5-114-
3

27-2347

さいとう歯科
長岡市新組町字筒場
2196-3

25-2582 ワキヤ歯科医院
長岡市城内町3丁目字
観光院町甲893-36　丸

35-5210

斉藤歯科医院 長岡市長町1-3-9 32-3074
医療法人社団　加藤
歯科医院

長岡市来迎寺3931 92-3355

さくら歯科 長岡市浦瀬町478-2 44-7080 すずらん歯科医院 長岡市来迎寺2394 92-5518

佐藤歯科
長岡市東坂之上町1-
4-3　スカイハイツ２階

34-4180 永井歯科医院 長岡市来迎寺3862 92-2171

佐藤歯科医院 長岡市長町1-1668-2 32-0210 おぐろ歯科医院 長岡市寺泊吉364-8 75-5588

医療法人社団　　澤矯
正歯科医院

長岡市城内町2-6-13 36-5023 桑原歯科医院 長岡市寺泊白岩7220-3 75-4881

しなのﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ（歯
科）

長岡市信濃2-6-18 37-0521 歯科斉藤医院
長岡市寺泊北曽根字大
溜2167-1

0256-98-
6140

しみず歯科医院 長岡市東蔵王2-6-12 25-3003 松原歯科医院 長岡市寺泊大町7740 75-2236

神保歯科医院
長岡市大島新町1-甲
1494

27-6478 あきば歯科医院 長岡市天下島1-1-8 52-5988

すずき歯科医院 長岡市巻島2-5-1 22-5677 石原歯科医院 長岡市滝の下町1-8 52-2204

関歯科医院 (宮内) 長岡市宮内1-1-4 33-7695
医療法人社団　岸歯
科医院

長岡市栄町2-6-26 52-5258

関歯科医院 (山田) 長岡市山田1-8-10 33-3598 さかいﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 長岡市金町2-3-27 52-5420

そりまち歯科医院 長岡市宝1-2-21 25-1210 とちお歯科クリニック
長岡市新栄町2丁目3番地
35

53-0077

医療法人社団　　第一
歯科医院

長岡市千手2-10-21 36-1700 広瀬歯科医院 長岡市栃尾表町3-13 52-4620

高野歯科医院 長岡市川崎6-7839-1 36-6344




