
地区 医院名 氏名 区分 地区 医院名 氏名 区分 地区 医院名 氏名 区分

千代田区 滝川歯科クリニック 滝川　国勝 協力医 デンタルオフィス　ワタナベ 渡辺　幹夫 協力医 甲斐歯科医院 山川　治 協力医

東日本橋みゆき通り歯科 金子　正利 協力医 小泉歯科医院 小泉　信隆 協力医 上田歯科医院 上田　晶義 協力医

髙橋歯科医院 髙橋　久雄 協力医 久保歯科医院 久保　秀二 協力医 吉岡歯科医院 吉岡　弘道 協力医

高野歯科医院 高野　正己 協力医 小林歯科医院 小林　史郎 協力医 たもつデンタルクリニック久我山 保　琢朗 協力医

佐藤歯科医院 佐藤　國博 登録医 パークタウン歯科 森川　広一 登録医 豊島区 西村歯科医院 西村　昭彦 協力医

おおや歯科医院 大矢　啓晶 協力医 もりた歯科 森田　哲夫 協力医 こいぶち歯科医院 鯉渕　智子 協力医

アーク歯科医院虎ノ門 秋月　照彦 協力医 たなか歯科医院 田中　睦 協力医 細川歯科医院 細川　仁 登録医

南青山アイリス歯科 古市　速 協力医 （公財）ライオン歯科衛生研究所　東京デンタルクリニック グリーナン　せつゑ 登録医 早川歯科医院 早川　龍 協力医

貴寿デンタルオフィス 藤崎　寿恵 協力医 内川歯科医院 内川　優子 協力医 いき歯科医院 壹岐　俊之 登録医

自然園前歯科 和田　奈都野 協力医 とがし歯科医院 富樫　敏夫 協力医 しげみ歯科医院 西村　滋美 登録医

麻布十番商店街歯科 岩泉　理沙 登録医 山崎歯科医院 山崎　英隆 協力医

時岡歯科医院 時岡　孝寛 協力医
公益社団法人渋谷区歯科医師会
渋谷区口腔保健支援センター プラザ歯科診療所

村田　志乃 協力医

加賀谷歯科医院 加賀谷　昇 協力医 参宮橋デンタルクリニック 鎌田　未幾 登録医

フジタ歯科医院 藤田　良治 協力医 元代々木歯科医院 坂本　眞理子 協力医 地区 医院名 氏名 区分

湯島佐藤歯科 佐藤　正孝 協力医 高橋歯科医院 髙橋　佳子 協力医 竹の子歯科医院 間宮　治子 協力医

なかまち歯科クリニック 中島　裕佳子 登録医 みき歯科医院 中村　美紀 協力医 コミヤマ歯科クリニック 小宮山　修邦 登録医

台東区 奥沢歯科医院 奥沢　康彦 登録医 風間歯科医院 風間　敏禎 協力医 澤歯科医院 澤　悦夫 協力医

牧田歯科医院 牧田　護 協力医 のきた歯科医院 のき田　康文 協力医 佐藤歯科 佐藤　一人 協力医

おおば歯科医院 大場　庸助 登録医 見代歯科医院 荒木　信清 登録医 星野歯科 星野　吉計 協力医

ゆきこ歯科医院 伊野　透子 協力医 大屋歯科医院 赤尾　眞理 登録医 府中市 はじめ歯科医院 野田　道子 協力医

ニュー大谷歯科 大谷　一好 協力医 今井歯科医院 廣末　美嘉 協力医 小金井市 アイリス・デンタルクリニック 荒　善信 協力医

イーストヒル歯科 凌　志剛 協力医
永研会グループ訪問診療部歯科　ちとせデンタルクリ
ニック

吉岡　美和 協力医 神山歯科医院 神山　博光 協力医

第一歯科医院 宮坂　芳弘 登録医 二子玉川エンジェル歯科 戸澤　昭彦 協力医 よなが歯科医院 代永　裕子 協力医

近藤歯科医院 近藤　浩 協力医 竹の子歯科 北村　真二 登録医 小平市 公立昭和病院　歯科・歯科口腔外科 陸川　良智 協力医

志村歯科医院 奥野　圭子 協力医 大塚歯科 大塚　みほ子 登録医 黒葛原　史洋 登録医

大出歯科医院 大出　リエ子 協力医 みうら歯科クリニック 三浦　弘美 協力医 古川　圭輔 登録医

古川歯科医院 古川　伸一 協力医 やよい歯科クリニック 米澤　弥生 登録医 井上　賢治 登録医

オレンジ歯科 村上　明日香 登録医 山内歯科医院 山内　幸司 協力医 舛田　強 登録医

アルカイースト歯科クリニック 真下　裕道 登録医 土田歯科医院 土田　和彦 協力医 日野市 久富歯科クリニック 久富　隆生 登録医

山本歯科医院 山本　仁 協力医 江古田歯科クリニック 土生　健史 協力医 田中歯科医院 田中　宏美 協力医

しかの歯科医院 鹿野　敏和 登録医 田中歯科クリニック 田中　英一 登録医 いずみ歯科医院 泉　邦彦 協力医

一之江歯科 清水　治彦 協力医 しもしげ歯科医院 下重　千恵子 協力医 岡山歯科医院 岡山　秀明 登録医

ふくだ歯科クリニック 福田　喜則 登録医 藤田歯科医院 藤田　春雄 協力医 音琴歯科医院 音琴　三郎 協力医

清水歯科 清水　時起男 協力医 あき歯科医院 伊藤　明子 協力医 成瀬台歯科 戸澤　康子 協力医

斉藤歯科医院 斎藤　祐一 協力医 杉野歯科医院 杉野　裕志 協力医 昭島市 関歯科クリニック 関　三樹夫 協力医

斉藤歯科医院 斉藤　正 協力医 小池歯科医院 小池　隆 協力医 あきるの市 ピュア矯正歯科室 澤田　昌利 登録医

中小岩歯科 清水畑　倫子 協力医 大竹歯科医院 大竹　毅 協力医 青梅市 鏡歯科医院 鏡　一郎 協力医

田中歯科医院 田中　たかし 協力医 佐藤歯科クリニック 佐藤　修 協力医 青梅市 デンタルクリニック関 関 　義長 協力医

アーツ歯科 厚澤　賢洋 協力医 歯科・岡村デンタル 本間　敏道 協力医 狛江市 岡本歯科医院 岡本　美世子 協力医

金栗歯科クリニック 金栗　勝仁 協力医 山崎歯科 山崎　二朗 協力医 多摩市 鶴牧歯科 桜井　眞理 協力医

暁歯科医院 橋本　かほる 協力医 名波歯科医院 名波　壽美子 協力医

関根歯科医院 関根　直 協力医 デンタルオフィス宮村 宮村　壽一 協力医

児玉歯科医院 児玉　健 協力医 秋山歯科クリニック 秋山　博明 協力医

かねこ歯科医院 金子　和司 協力医 山内・歯科 山内　豪之 協力医

すえよし歯科クリニック 末吉　正幸 協力医 チアキデンタルクリニック 中村　千晶 協力医

町田市

八王子市

功生歯科医院

調布市

江東区

品川区

武蔵野市

国分寺市

大田区

板橋区

練馬区

渋谷区

杉並区

杉並区

西多摩郡

目黒区

協 力 医 ・ 登 録 医 名 簿【東京都内】
ホームページ上に掲載の許可を頂いた協力医・登録医の一覧表です。　（平成30年3月1日現在）

診療を希望される方は、一度センター医療連携室（03-3267-6480）までご相談下さい。

23区外の協力医・登録医一覧

荒川区

北区

世田谷区

中央区

港区

文京区

足立区

墨田区

新宿区

中野区

江戸川区



地区 医院名 氏名 区分 地区 医院名 氏名 区分

神奈川県横浜市青葉区 Ｋ.デンタル 河野　正芳 協力医 茨城県常総市 北村こどもの歯科 北村　陽太郎 協力医

神奈川県横浜市鶴見区 うえの歯科医院 上野　友也 協力医 茨城県牛久市 森谷歯科医院 森谷　達樹 登録医

神奈川県横浜市港南区 別部歯科医院 別部　智司 登録医 茨城県水戸市 大森矯正歯科クリニック 大森　勇市郎 登録医

神奈川県横浜市旭区 ニュータウンはぐくみ歯科 松澤　直子 登録医 茨城県土浦市 たかぎ歯科 髙木　伸子 登録医

神奈川県横須賀市 衣笠ヘルスケア歯科・矯正歯科 西山　和彦 登録医 近藤歯科医院 近藤　隆彦 登録医

柴田　豊 登録医 若林歯科医院 若林　竹彦 登録医

柴田　えり子 登録医 ごとう歯科医院 後藤　俊一 協力医

永村歯科クリニック 永村　宗護 協力医 えづら歯科クリニック 江面　陽子 協力医

高橋歯科クリニック 高橋　恭彦 協力医 栃木県下都賀郡壬生町 上野デンタルクリニック 上野　泰宏 登録医

山本歯科医院 山本　夏彦 登録医 群馬県前橋市 前橋宮久保歯科 宮久保　満之 登録医

よりおかガーデン歯科クリニック 関根　綾乃 協力医 小川歯科医院 小川　羊一 協力医

三國歯科医院 三國　文 登録医 あきやま歯科医院 秋山　賢一 登録医

神奈川県茅ヶ崎市 山本歯科医院 山本　孝郎 協力医 山梨県富士吉田市 マーブル歯科 白須　優子 協力医

神奈川県座間市 親と子のデンタルクリニック 岡　琢弓 登録医 山梨県笛吹市 風間歯科医院 風間　富雄 協力医

神奈川県伊勢原市 歯科伊藤医院 伊藤　康雅 登録医 秋田県横手市 すえひろ歯科医院 石川　博宣 登録医

千葉県千葉市 齋藤歯科クリニック 齋藤　浩 協力医 青森県五所川原市 高満歯科医院 高満　幸宜 登録医

千葉県市川市 清澤デンタルクリニック 遠山　和義 登録医 兵庫県赤穂市 谷野歯科医院 谷野　英之 協力医

千葉県船橋市 小貫歯科医院 飯島　美智子 登録医

千葉県柏市 甘利歯科医院 甘利　貞文 協力医

千葉県袖ヶ浦市 かんのう歯科クリニック 青木　浩芳 協力医

埼玉県加須市 ひやり川歯科医院 柿沼　信和 登録医

埼玉県朝霞市 こしば歯科医院 小柴　慶一 登録医

埼玉県北足立郡伊奈町 ことぶき歯科医院 渡辺　匡 登録医

埼玉県北本市 まつざき歯科クリニック 松崎　哲 登録医

埼玉県鴻巣市 アネックス歯科診療所 萩原　佐和子 協力医

協 力 医 ・ 登 録 医 名 簿【他県】
ホームページ上に掲載の許可を頂いた協力医・登録医の一覧表です。　（平成30年3月1日現在）

診療を希望される方は、一度センター医療連携室（03-3267-6480）までご相談下さい。

栃木県佐野市

山梨県甲府市

神奈川県厚木市 大澤歯科医院

神奈川県藤沢市

神奈川県大和市

栃木県足利市
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