
市名 番号 ⻭科医院名 ⻭科医師名 住所 電話番号 FAX番号 訪問診療
1 アキデンタルクリニック ⾦ 朝煥 草津市東⽮倉２丁⽬35-25 569-5055 563-8715 否
2 アキヨシデンタルクリニック 秋吉 美智彦 草津市⻘地町692-8 569-5695 569-5696 否
3 阿部D⻭科医院 阿部 直樹 草津市南草津1-1-8 KDXレジデンス南草津204 598-1871 598-1872 否
4 あまつ⻭科医院 天津和典・天津みゆき 草津市追分町1248ファミールＤＡN１Ｇ号室 564-5925 同左 否
5 あゆかわ⻭科クリニック 鮎川 幸⼀郎 草津市川原１丁⽬8-10 564-8011 564-8012 可
6 有⾺⻭科クリニック 有⾺ 健雄 草津市草津１丁⽬10-16 565-1516 566-3151 可
7 いしい⻭科 ⽯井 真⼀郎 草津市野村1丁⽬20-28 エステート草津メディカルプラザ2F 569-0030 569-0025 可
8 いしかわ矯正⻭科 ⽯川 敬⼀ 草津市追分南6丁⽬20-9 561-8055 561-8056 否
9 いしはら⻭科クリニック ⽯原 靖久 草津市追分⼀丁⽬4番25-3号 565-2822 565-2821 条件による

10 伊庭⻭科医院 伊庭 徹也 草津市新浜町430 563-7919 562-7996 条件による（要相談）
11 上野⻭科医院 上野 京 草津市若草5丁⽬8-20 567-1150 同左 条件による（曜⽇）
12 梅影⻭科医院 梅影 泰光 草津市野村７丁⽬17ｰ20 564-3388 567-2577 否
13 ⼤上⻭科医院 ⼤上 武司・⼤上 啓輔 草津市東草津３丁⽬5-27 563-4678 563-4718 可
14 おおくぼ⻭科医院 ⼤久保 丞⼆ 草津市野村２丁⽬2-1 565-4406 同左 条件による（診療内容による）
15 岡崎⻭科医院 岡崎正・岡崎全宏 草津市⼤路2丁⽬3-6 562-1020 562-6234 可・条件による（⽇・時間により）
16 オリハラ⻭科クリニック 折原 雅洋 草津市追分南3-26-11 599-1145 599-1146 条件による
17 医療法⼈かがやき⻭科クリニック 浅野 博 草津市追分南2丁⽬1-9 558-8851 558-8852 否
18 ⾹川⻭科医院 ⾹川 昭⼆ 草津市上笠３丁⽬18-21 565-7745 565-7759 可
19 かず⻭科クリニック ⼤野 和夫 草津市⻄渋川1丁⽬17-20 フォースビル1F 584-4618 584-4118 否
20 加藤⻭科医院 加藤 ⻯朗 草津市野村4丁⽬16-1さつき１階 561-0319 公表していない 条件による（要相談）
21 医療法⼈ きのせ⻭科医院 ⻩瀬勉・⻩瀬幸枝 草津市東⽮倉２丁⽬8-5 564-2721 562-6933 可
22 久徳⻭科 ⼭本 勲 草津市草津２丁⽬4-17 567-5566 同左 否
23 草津いりえ⻭科クリニック ⼊江 真之 草津市渋川1-2-26ザ・草津タワー２Ｆ 569-4880 569-4876 条件による
24 草津駅前デンタルクリニック 寺村 俊 草津市⼤路１丁⽬7-1-111 567-0700 567-5840 条件による
25 社会医療法⼈誠光会 草津総合病院 草津市⽮橋町1660 563-8866 563-8858（医事課） 否
26 草津たかはし⻭科医院 ⾼橋 桂⼆ 草津市草津町1527-1 ベルエール草津1F 564-9180 564-9174 可
27 後藤⻭科医院 後藤 智学 草津市草津１丁⽬5-24 564-2678 否
28 湖南⻭科 下通裕・加藤英材 草津市草津町1511 567-8470 同左 可
29 こばやし⻭科 ⼩林 友也 草津市⽮橋町1518-6 561-0011 561-0050 条件による（⽊曜午後で都合のつく⽇のみ）
30 こやま⻭科医院 ⼩⼭ 道男 草津市追分町1008-7 564-5877 同左 可
31 志津⻭科 ⽔舩 展克 草津市⻘地町1603-2 569-0118 569-0112 条件による（時間があえば可能）
32 芝⽥⻭科クリニック 芝⽥ 寿 草津市⽮橋町1168-5 561-4388 569-2033 可
33 しもがさベリー⻭科クリニック ⻑⾕川 秀男 草津市下笠町75-7 568-3819 同左 否
34 ⼗禅⻭科クリニック 堤 厚⼈ 草津市野路東5-25-24 563-9908 563-9908 否
35 純⻭科医院 ⼭本 純 草津市⼤路1-1-1 598-6491 598-6492 否
36 ⾼⽥⻭科 ⾼⽥ 浩⼀ 草津市野路１丁⽬14-38 561-4388 561-4387 否
37 ⽥中⻭科医院 ⽥中 晃仁 草津市野路５丁⽬20-11 565-3791 同左 条件による（診療内容による）
38 つかだ⻭科医院 束⽥ 寿夫 草津市⼤路１丁⽬12-1星空館４Ｆ 567-9682 同左 条件による（当院かかりつけ患者様およびそのご家族の希望があれば）

39 ⼾崎⻭科 ⼾崎 宏樹 草津市⻄⼤路町6-9 566-8086 同左 可
40 なかばやし⼩児⻭科 中林 あつ⼦ 草津市渋川1-2-15 くさつビル２Ｆ 565-8550 同左 否
41 にしだ⻭科医院 ⻄⽥ 和広 草津市南草津２丁⽬4-5レジェ南草津１階 562-8377 同左 否
42 ⼆宮第⼆⻭科 ⼆宮 健司 草津市上笠２丁⽬7-17 563-5757 同左 否
43 林⻭科医院 林 孝次 草津市⼤路１丁⽬15-6 562-0365 同左 否
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44 ひとみ⼩町⻭科 ⽥中 ひとみ 草津市上笠4丁⽬3-30 センチュリーハイツ⽊村1F 516-4180 516-4181 可
45 堀井⻭科医院 堀井久美⼦・堀井正清 草津市南⼭⽥町757-6 562-0725 564-5135 否
46 丸⼭⻭科医院 丸⼭ 芳樹 草津市⻄⼤路町7丁⽬7-4 561-8217 同左 条件による（過去の通院履歴など）
47 南草津⻭科 ⾶⽥ 起秀 草津市野路１丁⽬13-36 569-5505 否
48 みなみ草津ファミリー⻭科 ⻑尾 ⼤輔 草津市野路⽚原663-1 569-5870 569-5875 否
49 南⻭科クリニック 南 英世 草津市⻄⼤路町1-27 ホテルボストンプラザ草津１Ｆ 564-0168 同左 否
50 みやけ⻭科 三宅 冬⽐古 草津市⽮倉1丁⽬3-57 561-6788 同左 可
51 村井⻭科医院 村井 三徳 草津市野路１丁⽬7番21-208号 561-7337 561-7339 否
52 森⻭科医院 森 光伸 草津市新浜町300 イオンモール草津132 518-7800 否
53 やまぐち⻭科 ⼭⼝ 靖彦 草津市南草津3丁⽬5-4 561-4000 561-2535 否
54 ⼭元⻭科医院 ⼭元 善弘 草津市⽊川町中野1118-40 564-2894 598-6833 可
55 ⼭本⻭科クリニック ⼭本 博⼀ 草津市野村８丁⽬8-14 576-1836 同左 条件による（曜⽇、時間帯等）
56 うえむら⻭科医院 上村 康雄 守⼭市下ノ郷１丁⽬11-5 582-7434 582-7444 可（条件による）
57 おおた⻭科こども⻭科 太⽥ 貴司 守⼭市古⾼町８１−５ 596-5630 596-5631 否
58 おおたに⻭科医院 ⼤⾕ 令 守⼭市勝部1丁⽬16-35 守⼭アーバンライフ103 514-4040 514-4030 否
59 ⼤橋⻭科クリニック ⼤橋 哲 守⼭市播磨⽥町683-1 581-0084 581-1230 可
60 岡村⻭科診療所 岡村 貞⼀ 守⼭市梅⽥町4-31 583-8008 582-6231 可
61 奥村⻭科医院 奥村 喜与⼦ 守⼭市⽔保町1255-8 585-7575 585-7588 可
62 ごとう⻭科医院 後藤 締 守⼭市⽔保町2221-5 585-4332 585-4374 可
63 佐藤⻭科医院 佐藤誠・佐藤路代 守⼭市守⼭2丁⽬5-9 583-2075 583-2310 可
64 柴⽥⻭科医院 柴⽥ 稔 守⼭市播磨⽥町1275-1 583-8217 同左 可
65 すもと岡本⻭科 岡本 篤 守⼭市洲本町1257 584-3611 同左 可
66 医療法⼈ せの⻭科 瀬野 富夫 守⼭市播磨⽥町391-2 Reボーン2Ｆ 581-3707 581-3772 可（条件による）
67 髙橋⻭科医院 中川 昭⼦ 守⼭市今宿1丁⽬2-15 582-2053 同左 可
68 ⾕⼝⻭科医院 ⾕⼝ 雄⼆ 守⼭市古⾼町622-3 582-3481 532-2874 可
69 たむら⻭科クリニック ⽥村 浩⼀ 守⼭市梅⽥町10-1-202 581-1055 581-1066 否
70 坪⽥⻭科医院 坪⽥ 博⾏ 守⼭市⽔保町北川1136-31 585-7776 585-7781 可（条件による）
71 津曲⻭科 津曲 雅美 守⼭市吉⾝2丁⽬6-44 583-3101 582-4115 可
72 東條⻭科医院 東條 博充 守⼭市伊勢町451-132 582-7164 582-7178 可
73 中⻄⻭科医院 中⻄久・中⻄宣 守⼭市守⼭5丁⽬1-38 583-5444 582-2509 可
74 ⻄川⻭科医院 ⻄川 康博 守⼭市浮気町300-15 グランドメゾン守⼭2-107 583-2348 同左 可
75 橋本⻭科 橋本 實 守⼭市勝部１丁⽬1-21-301 583-2016 同左 可
76 ハル⻭科医院 春⽇井 仁丸 守⼭市⾦森町992 514-1500 514-0150 条件による
77 ひがき⻭科医院 檜垣 学 守⼭市古⾼町380 583-8188 583-8199 可
78 ⼆町中⻄⻭科医院 中⻄ 功 守⼭市⼆町町堂の内216-3 514-0020 514-0021 可
79 モリタ⻭科医院 森⽥ 潤 守⼭市吉⾝３丁⽬1-12-1 582-1212 582-8140 可
80 横⼭⻭科医院 横⼭ 章 守⼭市⼩島町935-106 583-8738 583-7783 可
81 浅⽥⻭科医院 浅⽥ 達・園⼭ 亘 栗東市⽬川1077 553-6082 同左 可
82 岩⽥⻭科医院 岩⽥ 盛満 栗東市⼿原5丁⽬7-10 552-7060 552-7061 可
83 医療法⼈矯英会 ウィング栗東 矯正⻭科クリニック ⽚上 勝秋 栗東市綣3丁⽬2-3-101 554-5565 554-5563 否
84 ⼤槻⻭科医院 ⼤槻 芳夫 栗東市霊仙寺1丁⽬1-52 553-0809 同左 可
85 おざき⻭科医院 尾崎 健太郎 栗東市⼩柿10丁⽬5-5 551-5513 551-5523 条件による
86 ⾦勝⻭科診療所 寺村 千秋 栗東市御園864-9 558-1881 同左 否
87 クボタ⻭科医院 窪⽥ 吉雄 栗東市綣3丁⽬9-18グレーシィ栗東オーブ１Ｆ 554-1701 554-1816 否
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88 財団法⼈競⾺共助会栗東診療所 杠幸彦・⼭崎雅夫 栗東市御園1028 558-0039 558-0893 否
89 ⼤宝⻭科医院 ⼩林 典昭 栗東市綣7丁⽬11-41 553-5325 553-5311 可
90 ⾼森⻭科 ⾼森 泰彦 栗東市安養寺1丁⽬12-30 554-0933 554-0934 条件による（時間の調整）
91 ⽥中⻭科医院 ⽥中 重⽂ 栗東市辻658 552-8415 552-8454 条件による
92 ⽥園⻭科医院 林 幹典 栗東市蜂屋966-4 552-9360 同左 可
93 中川⻭科医院 中川 功 栗東市川辺54-1 554-3151 554-3161 条件による
94 中沢⻭科医院 中沢 了 栗東市安養寺8丁⽬1-33 553-8841 553-8913 可
95 畠⼭⻭科医院 畠⼭ 博⽂ 栗東市笠川南⼝61-1 552-5353 同左 可
96 堀⻭科医院 堀 紀彦 栗東市中沢2丁⽬10-34 552-3694 同左 可
97 みきや⻭科 星合 幹也 栗東市下鈎676-5 551-4388 551-4387 否
98 栗東⼭⽥⻭科 ⼭⽥ 隆 栗東市安養寺1丁⽬3-22 552-1756 554-2998 可
99 医療法⼈社団 ⼀井⻭科医院 ⼀井 彰⼈ 野洲市富波甲1158-5 587-3611 同左 否
100 上⽥⻭科クリニック 上⽥ 周 野洲市⼩篠原1264 588-2442 同左 否
101 宇⽥⻭科医院 宇⽥ 正⼈ 野洲市市三宅2449 586-5229 同左 否
102 岡本⻭科医院 岡本 武司 野洲市⼩篠原1099-2レジデンス野崎２Ｆ 586-7788 同左 否
103 医療法⼈ 加古⻭科医院 加古 知慶 野洲市⾼⽊194-2 588-0845 587-0895 否
104 桂⻭科医院 桂 基博 野洲市⾏畑１丁⽬11-3 587-0367 587-6020 否
105 かねだ⻭科医院 ⾦⽥ 成煥 野洲市⼩篠原1977-5 586-1234 同左 条件による（要相談）
106 きた⻭科医院 喜多 誠⼀ 野洲市⼩篠原2215 588-5885 588-5886 否
107 医療法⼈社団 ⼩林⻭科医院 ⼩林 三男 野洲市⼩篠原1143 587-3001 同左 条件による（当院に来院履歴ある⽅）
108 坂本⻭科医院 坂本 耕造 野洲市⾏畑790 588-0507 同左 条件による
109 はしもと⻭科医院 橋本 昌治 野洲市栄34-15-102 586-4563 同左 条件による（⽉１回程度）
110 はしもとファミリー⻭科 橋本 健 野洲市⻄河原2丁⽬2377ｰ2 589-5880 同左 条件による（診療内容による）
111 ふるや⻭科医院 古屋 洋⼆郎 野洲市富波⼄812-1太陽ハイツ富波１Ｆ 586-6778 同左 条件による
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