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医療機関名 住　所 電話番号 指定曜日 受付時間

伊豆長岡第一クリニック 古奈２０６ｰ２ ０５５ｰ９４７ｰ２６６５ 月・水・金 ８：３０～１１：３０

江間クリニック
南江間１３０６ｰ
１

０５５ｰ９４７ｰ１２３８ 月･火･水･金･土 ９：００～１２：００、１５：００～１７：３
０（土は午後のみ）

古奈温泉クリニック 小坂１１１２ ０５５ｰ９４８ｰ１０３８ 月･火･木･金･土 ９：００～１２：００、１３：３０～１８：００
（火は午後のみ、土は午前のみ）

慈広会記念病院 長岡７４１ｰ１ ０５５ｰ９４７ｰ０５１１ 月～金 ９：００～１１：００、１３：００～１６：００

ナガオカ中央
クリニック 長岡２７２ｰ２ ０５５ｰ９４８ｰ１１５１ 月･火･水･金･土･日 ９：００～１２：００、１４：００～１７：３

０（土は１６：３０、日は午前まで）

長岡リハビリテーション病院 長岡９４６ ０５５ｰ９４８ｰ０５５５ 月～金 ９：３０～１１：３０、１４：３０～１６：３０

伊豆韮山温泉病院 中條２３４ ０５５ｰ９４９ｰ1466 月～金 ９：００～１１：００

岸クリニック 四日町６６４ｰ２ ０５５ｰ９４９ｰ７７７０ 月・火・水・金・土 ９：００～１２：００、１４：３０～１７：００

河野内科医院 南條７６６ｰ１ ０５５ｰ９４０ｰ２３５５ 月～金 ９：００～１２：００、１５：００～１７：００

杉本医院 南條１６４４ｰ１ ０５５ｰ９４９ｰ２２２２ 月～土 ９：００～１２：３０、１５：００～１８：３０
（土は１２：００まで）

韮山医院 四日町３７７ｰ１ ０５５ｰ９４９ｰ１０３６ 火～土 ９：００～１７：００（土は１１：００まで）

花の丘診療所
奈古谷１３３４ｰ
４

０５５ｰ９４９ｰ６８８６ 月･火･水･金･土 ７：００～１０：３０、１３：００～１５：３０
（火･土は午前のみ：午後は要予約）

伊豆長岡小児クリニック 中８９４ｰ４ ０５５ｰ９４９ｰ１３２１ 月～土 ９：３０～１１：００

あおきクリニック 吉田１４２ｰ１ ０５５８ｰ７５ｰ０３０３ 月･火･水･金 ９：００～１２：００　

伊豆保健医療センター 田京２７０ｰ１ ０５５８ｰ７６ｰ６８２０ 電話予約時に相談して決定します。予約期間：５～
８月の毎月２５日～月末、月～金の１３：００～１６：００

大仁医院 大仁４７５ ０５５８ｰ７６ｰ１０７３ 月～土 ９：３０～１２：００

大仁医院西脇内科 大仁２７７ ０５５８ｰ７６ｰ３７１２ 月～土 ９：００～１１：３０、１５：００～１８：００
（木･土は午前のみ）

大仁クリニック 大仁３７２ｰ１ ０５５８ｰ７６ｰ２５５６ 月～金･土 １８：００～２０：００
（土は１３：００～１６：００）

田京診療所 田京６５９ｰ６ ０５５８ｰ７６ｰ３２０１ 月～土 ９：００～１２：００、１６：００～１８：３０
（木･土は午前のみ）

土屋医院 大仁５９ ０５５８ｰ７６ｰ１１４９ 月～土　 ９：００～１２：００、１４：００～１７：００
（土は午前のみ）

つちやクリニック 田京３６ ０５５８ｰ７７ｰ１５１１ 月～土 ９：００～１１：３０、１５：３０～１８：００
（土は午前のみ）

村田内科クリニック 吉田３５４ｰ１ ０５５８ｰ７６ｰ８８６６ 月･火･木･金･土･日 ９：００～１２：００、１４：３０～１７：３０
（土・日は午前のみ）

矢田レディース
クリニック 宗光寺９２５ｰ１ ０５５８ｰ７６ｰ４５５０

月～土
※６･７月のみ

９：００～１１：３０、１５：３０～１６：３０
(木・土は午前のみ)

医療機関名 住　所 電話番号 胃
がん

大腸
がん

肺
がん

指定
曜日 電話予約時間 予約

伊豆保健医療
センター 田京２７０ー１ ０５５８ｰ７６ｰ６８２０ ○ ○ ○ 予約時

相談
５～８月の毎月２５日～月末
の月～金　１３：００～１６：００ 必要

大仁医院
西脇内科 大仁２７７ ０５５８ｰ７６ｰ３７１２ ○ × × 水･金 ８：２５～ 必要

長岡リハビリ
テーション病院 長岡９４６ ０５５ｰ９４８ｰ０５５５ ○ ○ ○ 月～金 １３：００～１５：００ 必要

【表２：個別】基本健診　６月～９月末までに受診してください

【表３：個別】胃・大腸・肺がん検診　要予約

（日曜日・祝祭日は休診です）

歯科医院名 住　所 電話番号 指定曜日 予約

池田歯科医院 長岡１３８ｰ５ ０５５ｰ９４７ｰ６４８０ 月・火・水・金・土 不要

大森歯科医院 長岡８１ｰ１ ０５５ｰ９４８ｰ４３３４ 月・火・木・金・土 必要

小野歯科医院 長岡１１０２ ０５５ｰ９４７ｰ１１２２ 月・火・水・金・土 必要

椎貝歯科
クリニック 小坂４６８ｰ１ ０５５ｰ９４８ｰ１１１０ 月・火・水・金・土 必要

杉本歯科 古奈３０５ｰ６ ０５５ｰ９４８ｰ０２６３ 月・火・水・金・土 不要

林歯科医院 長岡４０１ｰ９ ０５５ｰ９４８ｰ３３３２ 月～土　 必要

山田歯科クリニック 南江間１１０７ー ８ ０５５ｰ９４８ｰ３５３９ 月・火・水・金 必要

吉本歯科医院 古奈２２２ ０５５ｰ９４８ｰ１２４４ 月～土　 必要

あおば歯科医院 四日町５３０ｰ１ ０５５ｰ９４９ｰ８０００ 月・火・水・金・土 必要

鈴木歯科
クリニック 南條４７９ ０５５ｰ９４９ｰ３８１３ 火・水・木・金・土 必要

寺田歯科 中條２６７ｰ５ ０５５ｰ９４９ｰ７６００ 月・火・水・金・土 必要

檜垣歯科医院 四日町１０５６ ０５５ｰ９４９ｰ１１００ 月・火・水・金・土 必要

堀江歯科医院 原木１ｰ１ ０５５ｰ９４９ｰ００８８ 月・火・水・金・土 必要

村田歯科医院 南條８３２ｰ２ ０５５ｰ９４９ｰ２４０４ 月・火・水・金・土 不要

山口歯科
クリニック 原木１２３ｰ１０ ０５５ｰ９４９ｰ８８００ 月～土

（第２・４木は休診） 不要

渡邊歯科医院 四日町３９ｰ１ ０５５ｰ９４９ｰ００７３ 月・火・水・金・土 必要

梅原歯科医院 大仁８８１ ０５５８ｰ７２ｰ８３８３ 月・火・水・金・土 必要

カワムラ歯科医院 田京６９８ｰ１０ ０５５８ｰ７６ｰ４８３６ 月・火・水・金・土 必要

神田歯科医院 大仁４３７ｰ１ ０５５８ｰ７６ｰ１３５０ 月・火・水・金・土 必要

三恵歯科医院 三福１４７ｰ１ ０５５８ｰ７６ｰ４２１２ 月～土 必要

鈴木歯科医院 大仁５３２ ０５５８ｰ７６ｰ１０７６ 月・火・水・金・土 必要

たま歯科医院 守木８３５ ０５５８ｰ７６ｰ０００１ 月・火・木・金・土 必要

塚本歯科医院 大仁２８２ ０５５８ｰ７６ｰ１０３９ 月・火・水・金・土 必要

西島歯科
クリニック 御門５２ｰ２ ０５５８ｰ７７ｰ１１８２ 月～土 必要

受付時間

９：３０～１３：００、１４：３０～１９：００
（土は午前中のみ）

９：００～１３：００、１４：３０～１９：００
（土は９：００～１５：００）

９：００～１２：００、１４：００～１８：３０

９：３０～１２：３０、１４：００～１９：００
（土は１７：００まで）

９：００～１１：３０、１４：００～１６：３０

９：００～１３：００、１４：３０～１８：３０
（土は午前中のみ）

９：３０～１２：３０、１５：００～１８：３０

９：３０～１３：００、１４：３０～１９：００
（土は１８：００まで）

９：３０～１２：３０、１４：３０～１８：００
（土は１７：００まで）

１０：００～１３：３０、１５：００～１９：００
（土は１８：００まで）

９：００～１１：３０、１４：００～１８：３０
（土は１６：３０まで）

９：００～１０：３０、１３：００～１６：００
（土は午前中のみ）

９：００～１２：３０、１４：００～１８：００

９：００～１２：００、１４：３０～１９：００
（土の午後は１３：３０～１５：３０）

９：００～１３：００、１５：００～１９：００　

９：００～１２：００、１４：００～１８：００
（祝祭日のある週の木は実施）

９：３０～１３：００、１４：３０～１９：００
（金は２０：００、土は１８：００まで）

９：３０～１２：００、１４：３０～１９：００

９：００～１２：３０、１４：００～１８：３０
（土は１８：００まで）

８：３０～１２：００、１３：３０～１７：３０
（土は午前中のみ）

８：３０～１２：００、１５：００～１９：００
（土は１８：００まで）

１０：００～１２：００、１５：００～１８：３０
（水・土は午前中のみ）

９：００～１２：００、１３：００～１９：００
（土は午前中のみ）

９：００～１２：３０、１４：００～１９：３０
（土は１８：００まで）

※健（検）診の詳しい内容や検診を受けるときの注意事項等は「検診のご案内」をご覧下さ
い。また、ご不明な点は健康づくり課・成人保健担当へご連絡下さい。

問合せ　健康づくり課　電話０５５８ｰ７６ｰ８０１４

【個別】歯周疾患検診・相談


