
Ⅲ　歯科診療所一覧
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１．賀茂保健所

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 臼井歯科医院 415-0026 下田市６－４５４－３ 0558-22-2528 臼井　美智子 臼井　美智子 歯    小歯    S50.3.28

個人 勝田歯科医院 415-0021 下田市１－２０－２４ 0558-22-0545 勝田　洋平 勝田　洋平 歯      H11.4.1

個人 菊池歯科医院 415-0022 下田市２－１２－２６ 0558-22-0701 菊池　毅 菊池　毅 歯      H7.10.1

個人 キクチ歯科医院 415-0011 下田市河内１４９－４ 0558-23-0568 菊池　建司 菊池　建司 歯      H18.4.1

個人 矯正歯科兼松医院 415-0035 下田市東本郷１－９－２１ 0558-22-7223 兼松　淳子 兼松　淳子 歯    矯歯    H18.1.1

個人 笹本歯科診療所 415-0022 下田市２－１－２０ 0558-22-0138 笹本　牧男 笹本　牧男 歯      H29.5.16

個人 杉山歯科診療所 415-0036 下田市西本郷１－７－２０ 0558-22-0205 杉山　秀元 杉山　秀元 歯      H13.5.31

個人 田原歯科医院 415-0025 下田市５－１－４１ 0558-22-0271 田原　廣江 田原　廣江 歯      H7.8.1

個人 土屋歯科医院 415-0035 下田市東本郷１－５－２４ 0558-22-1025 土屋　正彦 土屋　正彦 歯      H18.7.18

個人 馬場歯科医院 415-0021 下田市１－２－１６ 0558-23-2418 馬場　健 馬場　健 歯      S54.3.1

個人 細川歯科医院 415-0017 下田市東中１０－９ 0558-22-8062 初治　玲奈 初治　玲奈 歯    小歯    H27.10.9

個人 渡辺歯科医院 415-0036 下田市西本郷２－１３－８ 0558-22-3848 渡辺　典 渡辺　典 歯      S60.7.1

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 かとう歯科医院 413-0411
賀茂郡東伊豆町稲取３９９
－４

0557-95-2327 医療法人社団心成会 加藤　淳一
歯    矯歯    小
歯  

H14.1.1

医療 川村歯科医院 413-0302
賀茂郡東伊豆町奈良本２５
０

0557-22-0123
医療法人社団川村歯
科医院

川村　光弘 歯    矯歯    H23.9.4

個人 雲野歯科クリニック 413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取７１５ 0557-95-5066 雲野　峰雄 雲野　峰雄 歯      S63.4.5

個人 村松歯科医院 413-0411
賀茂郡東伊豆町稲取２７８
－９

0557-95-8880 村松　敏行 村松　敏行
歯    矯歯    小
歯  

H4.5.19

個人 森田歯科医院 413-0303
賀茂郡東伊豆町片瀬５６４
－１４

0557-23-2204 森田　広 森田　広 歯      S58.12.20

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 石原歯科医院 413-0513 賀茂郡河津町浜１８０－３ 0558-34-0034 医療法人社団翼成会 石原　忍 歯      R2.1.1

医療 ヒロ歯科クリニック 413-0513 賀茂郡河津町浜１５７－２ 0558-34-1234 医療法人社団松栄会 村松　広康 歯      H22.1.1

個人 庄内歯科クリニック 413-0513 賀茂郡河津町浜１４６－４ 0558-34-0711 庄内　邦久 庄内　邦久 歯      H1.7.31

個人 中村屋歯科医院 413-0504 賀茂郡河津町田中２０７－５ 0558-32-0655 中村　清徳 中村　清徳 歯    小歯      H18.3.30

個人
ワンズデンタルクリニッ
ク

413-0232
賀茂郡河津町下佐ヶ野５２
－４

0558-66-1034 庄内　康晴 庄内　康晴 歯 R1.7.20

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 平野歯科医院 415-0152 賀茂郡南伊豆町湊３３７－２ 0558-62-0340 平野　信之 平野　信之 歯      H13.5.1

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 中江歯科医院 410-3611 賀茂郡松崎町松崎３６７ 0558-42-2500 中江　希望 中江　希望 歯      S55.3.21

【下田市】

【賀茂郡東伊豆町】

【賀茂郡河津町】

【賀茂郡南伊豆町】

【賀茂郡松崎町】
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 渡部歯科医院 410-3624 賀茂郡松崎町江奈２５２－９ 0558-42-2851 渡部　喜一郎 渡部　喜一郎 歯      S55.7.28

個人 松崎歯科診療所 410-3623 賀茂郡松崎町伏倉５２０－３ 0558-42-2625 清水　髙子 清水　髙子 歯 H19.12.20

個人 近藤歯科医院 410-3611 賀茂郡松崎町松崎３５４ 0558-42-0134 佐藤　伸匡 佐藤　伸匡 歯 H28.8.5

個人 田口歯科医院 410-3624 賀茂郡松崎町江奈214-8 0558-54-0111 黒木　俊一 黒木　俊一 歯 R3.9.1

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 堀内歯科医院 410-3514
賀茂郡西伊豆町仁科２１３
－１

0558-52-4180 堀内  幸雄 堀内　幸雄 歯      H10.3.2

個人 藤井歯科医院 410-3501
賀茂郡西伊豆町宇久須８３
４－３

0558-55-0321 藤井　規之 藤井　規之 歯    小歯    H6.11.1

個人 Ｆデンタルクリニック　 410-3501
賀茂郡西伊豆町宇久須４１
０－１

0558-54-6480 藤井  良二 藤井  良二 歯      H11.5.18

個人 田子歯科診療所 410-3515
賀茂郡西伊豆町田子１０１０
－１６

0558-53-5588 山本　治文 山本　治文 歯    小歯       H17.7.1

個人 長嶋歯科医院 410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科３６２ 0558-52-1187 長嶋　敦 長嶋　敦 歯 H31.3.18

【賀茂郡西伊豆町】
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２．熱海保健所

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 あたみ駅前矯正歯科 413-0011 熱海市田原本町９－１ 0557-86-5118 医療法人幸陽会 松浦　毅士 矯歯　 H26.9.29

医療 熱海歯科クリニック 413-0011 熱海市田原本町４－１６ 0557-86-4618
医療法人社団彩
明会

渡邊　浩秀
歯    小歯    歯
外　

H18.2.1

医療
医療法人社団愛歯科
診療所

413-0011 熱海市田原本町９－１ 0557-83-2184
医療法人社団愛
歯科診療所

牟田　龍生
歯    矯歯    小
歯    歯外

H3.9.1

医療 野本歯科医院 413-0021 熱海市清水町１－１４ 0557-83-3111
医療法人社団晃
友会

松本　律子
歯    小歯    歯
外

H26.12.1

個人 愛歯科原田診療所 413-0011 熱海市田原本町９－１ 0557-85-8020 原田　博己 原田　博己
歯    矯歯    小
歯   歯外

H11.3.17

個人 あじろ歯科医院 413-0102 熱海市下多賀１６５－６ 0557-68-0661 宮崎　壽男 宮崎　壽男 歯 R3.2.1

個人 石田歯科医院 413-0016 熱海市水口町４－１８ 0557-83-6105 石田　正樹 石田　正樹
歯    矯歯    小
歯    歯外

S60.11.5

個人 泉デンタルクリニック 413-0001 熱海市泉８２－１ 0465-63-6980 白川　啓一 白川　啓一 歯 R3.6.14

個人 井上歯科医院 413-0021 熱海市清水町５－１５ 0557-81-4224 井上　俊 井上　俊 歯      S55.7.8

個人 こあくつ歯科医院 413-0017 熱海市福道町３－１５ 0557-86-0345 小圷　啓 小圷　啓
歯    矯歯    小
歯    歯外

H8.9.5

個人 佐藤歯科医院 413-0102 熱海市下多賀１８２ 0557-67-1525 佐藤　卓男 佐藤　卓男 歯      S56.6.29

個人 セントラル歯科 413-0015 熱海市中央町１－９ 0557-83-3136 佐野　佳朗 佐野　佳朗 歯      S54.5.1

個人 立山歯科医院 413-0006 熱海市桃山町１８－１３ 0557-81-6480 立山　康夫 立山　康夫 歯    小歯    S63.11.29

個人 谷口歯科医院 413-0022 熱海市昭和町２０－１３ 0557-82-6678 谷口　富白 谷口　富白 歯      H20.1.24

個人 谷口歯科診療所 413-0013 熱海市銀座町１３－４ 0557-81-3876 谷口　知子 谷口　知子 歯      H16.6.28

個人 ツイキ歯科医院 413-0015 熱海市中央町１９－２７ 0557-83-1183 對木　将人 對木　将人
歯    矯歯    小
歯  

H28.8.1

個人 土屋歯科医院 413-0102 熱海市下多賀９０６－５ 0557-68-1958 土屋　元雄 土屋　元雄 歯      S60.10.19

個人 野田デンタルクリニック 413-0021 熱海市清水町２１－７ 0557-82-8666 野田　正俊 野田　正俊 歯      H19.5.1

個人 二見歯科医院 413-0101 熱海市上多賀８５０ 0557-67-1201 二見　一郎 二見　一郎 歯      S57.2.23

個人 本田歯科医院 413-0013 熱海市銀座町１４－２５ 0557-81-4200 本田　良和 本田　良和 歯      H17.3.4

個人 みと歯科・矯正歯科 413-0011 熱海市田原本町９－１ 0557-85-7000 三戸　幹夫 三戸　幹夫
歯    矯歯    小
歯  

H15.1.16

個人 矢田デンタル 413-0034 熱海市西山町１９－６ 0557-85-5003 矢田　浩章 矢田　浩章
歯    矯歯    歯
外  

H24.7.17

個人 やまだ歯科医院 413-0021 熱海市清水町６－２７ 0557-81-2776 山田　次郎 石井　次郎
歯    小歯    歯
外

H4.10.15

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療
医療法人社団アプロデーテアヒルデン
タルクリニック　伊東市在宅訪問歯科
プラス

414-0038
伊東市広野１丁目３－２６　
広野MCビル２階

0557-55-9201
医療法人社団アプ
ロデーテ

小和瀬　秀紀
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.7.12

医療
医療法人社団健伸会
はぎわら歯科

413-0232 伊東市八幡野１１９４－３０ 0557-53-0026
医療法人社団健
伸会

萩原　洋行
歯    矯歯    小
歯    歯外

H26.1.1

医療
医療法人社団皓歯会
ひだ歯科医院

414-0044 伊東市川奈１２２８－２１０ 0557-45-4545
医療法人社団皓
歯会

肥田　達彦 歯      H3.8.20

医療
医療法人社団新正会
高原歯科医院

413-0231
伊東市富戸１３１７－５１２
３

0557-51-3418
医療法人社団新
正会

熱田　俊一
歯    矯歯    小
歯    歯外

H7.9.1

医療
医療法人社団青歯会
ちゃいるど歯科医院

414-0021 伊東市松原本町１６－１６ 0557-38-3336
医療法人社団青
歯会

板倉　和彦 歯    小歯  H18.1.4

個人 あかつき歯科医院 414-0011 伊東市松川町３－２ 0557-35-0721 鈴木　曉 鈴木　曉 歯  S58.2.21

個人 飯田歯科医院 414-0022 伊東市東松原町１３－３ 0557-38-6485 飯田　進 飯田　進 歯    歯外    H10.2.20

個人 石井歯科医院 414-0042 伊東市静海町４－２０ 0557-36-4141 石井　瑞枝 石井　瑞枝 歯      S55.12.8

個人 石川歯科 414-0028 伊東市銀座元町６－１ 0557-37-4855 石川　知里 石川　知里 歯      R2.8.1

個人 伊豆高原歯科医院 414-0003 伊東市富戸１３０９－４ 0557-35-9048 椎橋　源太郎 椎橋　源太郎 歯     H30.10.1

個人 伊東中央歯科医院 414-0003 伊東市中央町９－１ 0557-37-0569 山田　哲二 山田　哲二
歯    矯歯    小
歯  

H13.3.1

個人 いなば矯正歯科 414-0024 伊東市和田２－３－５ 0557-37-3281 稲葉　惣一 稲葉　惣一 矯歯      H27.4.1

【熱海市】

【伊東市】
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 井原歯科岡診療所 414-0013 伊東市桜木町１－５－１１ 0557-37-6565 井原　正剛 井原　正剛 歯      S54.12.1

個人 うさみ歯科クリニック 414-0001 伊東市宇佐美１５７２－５５ 0557-47-4618 年縄　壮夫 年縄　壮夫
歯    矯歯    小
歯    歯外

H19.7.1

個人 ウノ歯科医院 413-0232 伊東市八幡野１２９８－６１ 0557-54-3215 宇野　良樹 宇野　良樹 歯      S56.5.1

個人 栄光歯科医院 414-0053 伊東市荻１５２－１ 0557-37-3456 土屋　厚 土屋　厚
歯    矯歯    小
歯  

H12.1.17

個人
エトワール歯科クリ
ニック

414-0038 伊東市広野１－１－２６ 0557-36-2825 渡辺　眞光 渡辺　眞光 歯      S48.2.24

個人
エムアイデンタルクリ
ニック

414-0035 伊東市南町２－３－２３ 0557-38-8831 井原　雅人 井原　雅人
歯    矯歯    小
歯

H18.11.1

個人
エンゼル歯科クリニッ
ク

414-0054 伊東市鎌田９５７－１ 0557-35-1355 塩﨑　洋堂 塩﨑　洋堂
歯    矯歯    小
歯  

H18.8.18

個人 大高歯科医院 414-0002 伊東市湯川１－１４－１６ 0557-36-6220 大高　學 大高　學 歯      S50.4.1

個人 岡山歯科 414-0002 伊東市湯川１－６－４ 0557-37-3348 岡山　佐喜子 岡山　佐喜子 歯      H7.2.22

個人 小川歯科医院 414-0001 伊東市宇佐美１７８２－９ 0557-48-9054 小川　敦嗣 小川　敦嗣
歯    矯歯    小
歯    歯外

H23.5.13

個人 上條歯科医院 414-0001 伊東市宇佐美１８７４－２１ 0557-48-8141 上條　定夫 上條　定夫 歯      S52.1.1

個人 菊池歯科医院 414-0051 伊東市吉田１１８－１ 0557-45-4988 菊池　光彦 菊池　光彦 歯      H7.11.17

個人 小出歯科医院 414-0037 伊東市桜ガ丘２－５－８ 0557-38-3587 小出　泰正 小出　泰正 歯      H3.1.16

個人 小林歯科医院 414-0053 伊東市荻１４７－３ 0557-37-6661 小林　誠 小林　誠 歯      S60.3.19

個人 歯科診療所　空と海 413-0234 伊東市池８９３－１７４ 0557-53-3175 大鐘　陽三 大鐘　陽三
歯    矯歯    小
歯    歯外

H31.3.1

個人 しまだ歯科医院 414-0004 伊東市猪戸１－６－１２ 0557-38-2300 島田　芳和 島田　芳和 歯      H1.9.4

個人 下村歯科医院 414-0051 伊東市吉田４０４ 0557-45-4677 下村　俊宏 下村　俊宏 歯      S62.3.20

個人 新谷歯科医院 414-0001 伊東市宇佐美１６０９－５ 0557-48-9602 新谷　康啓 新谷　康啓 歯      H26.8.1

個人 鈴木歯科医院 414-0027 伊東市竹の内２－１－４ 0557-37-0324 鈴木　徹雄 鈴木　徹雄 歯      S40.7.12

個人 高川歯科医院 413-0232 伊東市八幡野１１８９－５８ 0557-53-3057 高川　徹一 高川　徹一 歯      H11.3.24

個人 土屋歯科診療所 414-0027 伊東市竹の内２－４－２０ 0557-37-2392 土屋　宏 土屋　宏 歯      H13.10.1

個人 鶴岡歯科医院 414-0036 伊東市宮川町１－３－１３ 0557-37-1100 鶴岡　好明 鶴岡　好明 歯      S47.3.16

個人 難波歯科医院 414-0045
伊東市玖須美元和田７２０
－１４３

0557-38-0168 難波　祐一 難波　祐一
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.10.1

個人 仁田歯科医院 414-0001 伊東市宇佐美１９６６－１８ 0557-47-0111 仁田　直嗣 仁田　直嗣 歯    小歯    H15.11.4

個人 富士見歯科医院 414-0045 伊東市玖須美元和田７３０ 0557-36-3703 山田　一郎 山田　一郎
歯    小歯    歯
外

H13.7.2

個人 ホワイト歯科クリニック 414-0027 伊東市竹の内１－５－１３ 0557-38-8148 稲葉　雄司 稲葉　雄司 歯      H2.5.31

個人 前島歯科医院 414-0045
伊東市玖須美元和田７２７
－７１

0557-32-3311 前島　寛爾 前島　寛爾 歯      H11.4.1

個人 みどり歯科クリニック 414-0044
伊東市川奈１２３０－１９　
川奈駅前ビル東館２階

0557-45-6487 堤　美登利 堤　美登利 歯    小歯    H28.9.2

個人 南島歯科医院 414-0051 伊東市吉田７５８－１２ 0557-44-2618 南島　文夫 南島　文夫 歯 H17.5.27

個人 望月歯科医院 414-0016 伊東市岡広町４－１８ 0557-32-4141 望月　研司 望月　研司 歯 H16.8.4

個人 モモセ歯科クリニック 414-0046 伊東市大原３－１５－２０ 0557-36-8867 百瀬　哲也 百瀬　哲也 歯 H24.11.2

個人 八幡野歯科診療所 413-0232 伊東市八幡野９８９－３ 0557-53-0045 橋本　義徳 橋本　義徳 歯      H11.3.1

個人 米山歯科 414-0013 伊東市桜木町１－２－４ 0557-38-8536 米山　典秀 米山　典秀 歯      H2.7.2
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医療 i DENTAL CLINIC 410-0801
沼津市大手町３ー４－１２　
杉山ビル２階

055-951-7088 医療法人社団ｉＤＣ 庵原　英晃
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.6.1

医療 あさい歯科クリニック 410-0807 沼津市錦町６４８－１８ 055-963-5226
医療法人社団高
志会

浅井　裕之
歯    矯歯    小
歯    歯外

H24.1.1

医療 池田歯科医院 410-0054 沼津市北高島町１３－３０ 055-929-2000
医療法人社団ＲＯ
ＯＴ

池田　康男
歯    小歯    歯
外

R1.11.1

医療 石田歯科医院 410-0012
沼津市岡一色堤下１２８－
２１

055-922-3990
医療法人社団石
田歯科医院

石田　美幸
歯    小歯    歯
外

H2.1.1

医療 庵原歯科医院 410-0803 沼津市添地町１４９ 055-963-2468
医療法人社団心
邦会

庵原　邦彦 歯 H2.1.1

医療
医療法人社団久正会　矢
部歯科医院香貫診療所

410-0822
沼津市下香貫馬場４８７－
６

055-931-1991
医療法人社団久
正会

福本　明倫
歯    矯歯    小
歯

H7.6.1

医療 エクセル歯科 410-0311
沼津市原町中２－１３－２
６

055-969-2020
医療法人社団顕
正会

宮尾　陽久 歯    矯歯 H16.2.19

医療
大川矯正歯科クリニッ
ク

410-0033 沼津市杉崎町７－５ 055-922-3338
医療法人社団進
美会

大川　覚 矯歯 H24.3.8

医療 佐野歯科クリニック 410-0022 沼津市大岡１４２０－３ 055-951-0522
医療法人社団康
友会

佐野　悦夫 歯 H30.3.1

医療 鈴木歯科クリニック 410-0106 沼津市志下１７８－２ 055-934-1111
医療法人社団共
栄会

鈴木　隆之 歯    矯歯 H10.1.1

医療 塚本歯科クリニック 410-0822
沼津市下香貫前原１４９９
－１

055-934-8020
医療法人社団真
歯研

塚本　真平 歯 H27.4.1

医療 松本デンタルクリニック 410-0046 沼津市米山町２－３ 055-943-7350
医療法人社団千
富会

松本　浩一
歯    矯歯    小
歯    歯外

H31.1.1

医療 ライオン歯科 410-0064 沼津市共栄町２０－６ 055-927-2700
医療法人社団顕
正会

山田屋　定良 歯    矯歯 H14.6.18

他
社会福祉法人あしたか
太陽の丘診療所

410-0301 沼津市宮本５－２ 055-923-7850
社会福祉法人　あ
したか太陽の丘

鈴木　俊将 歯 S54.6.1

個人 浅井歯科医院 410-0886 沼津市浅間町２５１ 055-962-2157 浅井　茂 浅井　茂 歯 S62.1.6

個人 旭歯科医院 410-0888 沼津市末広町６７ 055-962-2521 矢部　達史朗 矢部　達史朗 歯 H27.10.1

個人
あさひデンタルクリニッ
ク

410-0058
沼津市沼北町２－１１－１
８

055-941-8148 山本　記英子 山本　記英子
歯    矯歯    小
歯    歯外

H21.10.14

個人 あしたか歯科医院 410-0303 沼津市西椎路４８７－１ 055-939-8070 土屋　智昭 土屋　智昭
歯    小歯    歯
外

H29.4.13

個人 アップル歯科医院 410-0048 沼津市新宿町８－３ 055-923-8050 小野　龍 小野　龍 歯    小歯 S61.12.4

個人 あん歯科クリニック 410-0822
沼津市下香貫字樋ノ口１７
１８－８

055-957-7878 後藤　杏子 後藤　杏子
歯    矯歯    小
歯

R2.9.4

個人 飯島歯科医院 410-0044 沼津市五月町５－１１ 055-921-8150 飯島　浩人 飯島　浩人 歯 H2.11.1

個人 いくこ歯科医院 410-0312 沼津市原６５５－１５ 055-968-4618 町田　維久子 町田　維久子 歯    小歯 H9.7.1

個人 石原矯正歯科 410-0046 沼津市米山町２－７－２Ｆ 055-925-0045 石原　誠一朗 石原　誠一朗 矯歯 H20.1.10

個人 いしわた歯科医院 410-0801 沼津市大手町４－３－４０ 055-962-2124 石渡　浩貴 石渡　浩貴 歯 H21.1.1

個人 石渡歯科クリニック 410-0302 沼津市東椎路８８－１１ 055-923-4858 石渡　祟徳 石渡　祟徳 歯 H28.1.1

個人 伊東歯科医院 410-0306 沼津市大塚１４１－１ 055-967-2525 伊東　邦彦 伊東　邦彦 歯 H1.7.19

個人 稲玉歯科医院 410-0022
沼津市大岡１８８１－３　ベ
ルメゾン９３－１０１

055-923-4735 稲玉　圭輔 稲玉　圭輔 歯 H6.1.13

個人 庵原町中歯科医院 410-0311 沼津市原町中１－３－１０ 055-969-1000 庵原　明倫 庵原　明倫 歯 H10.9.1

個人 ウエダ歯科 410-0036
沼津市平町１５－１０　上
田ビル２Ｆ　

055-963-7070 上田　貴彦 上田　貴彦 歯    矯歯 H2.7.15

個人 植松歯科医院 410-0059 沼津市若葉町１７－２７ 055-924-3535 植松　紳一郎 植松　紳一郎 歯    小歯 R4.1.1

個人 牛臥歯科診療所 410-0822
沼津市下香貫塩場３０７９
－１１

055-932-0065 白井　卓 白井　卓 歯 R1.9.4

個人 梅田歯科医院 410-0046
沼津市米山町２－２９　梅
田ビル１Ｆ

055-921-3338 梅田　博彦 梅田　博彦 歯 H23.1.11

個人 雲野歯科医院 410-0035 沼津市山王台１－６ 055-963-6231 雲野　孝 雲野　孝 歯 H13.10.29

個人 頴川歯科矯正歯科 410-0055
沼津市高島本町１１－１５　
頴川ビル１Ｆ

055-923-6480 頴川　世 頴川　世 歯    矯歯 H8.9.17

【沼津市】
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個人 大嶽歯科医院 410-0012 沼津市岡一色４２１－２ 055-925-1286 大嶽　雅也 大嶽　雅也 歯    小歯 H9.2.21

個人 大島歯科医院 410-0041 沼津市筒井町２－６ 055-925-0776 大島　和彦 大島　和彦 歯    歯外 H7.9.20

個人 おおひら歯科 410-0821 沼津市大平１８１１－３ 055-933-4618 潮木　和也 潮木　和也
歯    矯歯    小
歯    歯外

H22.4.20

個人 岡山デンタルクリニック 410-0303 沼津市西椎路１１８－１ 055-967-2322 岡山　一成 岡山　一成 歯 H3.6.4

個人 おざわ歯科医院 410-0022 沼津市大岡１５４１－４ 055-951-2534 小澤　光浩 小澤　光浩 歯    小歯 S61.7.15

個人 小野歯科医院 410-0056 沼津市高島町８－１ 055-921-9053 小野　茂 小野　茂
歯    矯歯    小
歯

H13.11.1

個人 鏡歯科医院 410-0012 沼津市岡一色７７０－１ 055-921-1723 木下　富美 木下　富美 歯 S49.4.1

個人
片岡歯科口腔外科醫
院

410-0822
沼津市下香貫樋ノ口１７１
０－２

055-931-2009 片岡　一行 片岡　一行
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.4.1

個人 片浜ベース歯科 410-0874
沼津市松長９２１－６　ド
リーミー片浜１０１

055-957-4649 菊池　泰斗 菊池　泰斗 歯 H31.4.7

個人 加藤歯科医院 410-0876 沼津市北今沢１６－１ 055-966-4841 加藤　靖 加藤　靖 歯 S61.9.4

個人 カナリヤ歯科医院 410-0803 沼津市添地町４１ 055-954-5454 増山　聡一郎 増山　聡一郎
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.12.8

個人 鎌田歯科医院 410-0832 沼津市御幸町２４－４６ 055-933-9700 鎌田　大輔 鎌田　大輔
歯    矯歯    小
歯    歯外

H14.7.1

個人 亀井歯科医院 410-0801 沼津市大手町１－１－９ 055-962-0995 亀井　正仁 亀井　正仁 歯    小歯 H22.2.5

個人 川口歯科医院 410-0056 沼津市高島町２１－２ 055-921-5086 川口　不二夫 川口　不二夫 歯 H26.3.22

個人 神田歯科医院 410-0801 沼津市大手町５－６－２ 055-951-6480 神田　博司 神田　博司 歯 H24.2.13

個人 城内歯科医院 410-0037 沼津市三枚橋町１３－９ 055-962-2612 城内　廣人 城内　廣人 歯    小歯    H2.11.22

個人 きくた歯科医院 410-0841 沼津市下河原７３－２ 055-951-4628 菊田　泰生 菊田　泰生 歯    小歯 H6.1.18

個人 きのした歯科クリニック 410-0011 沼津市岡宮１１２４－２ 055-925-3381 木下　陶益 木下　陶益
歯    矯歯    小
歯    歯外

H29.4.3

個人 杏林歯科 410-0303 沼津市西椎路１９３－４ 055-967-1487 梁　祖福 梁　祖福 歯 S53.3.3

個人 栗田歯科医院 410-0862 沼津市幸町４ 055-962-2687 栗田　満 栗田　満 歯 H18.7.1

個人 黒木歯科診療所 410-0817 沼津市本郷町２２－１８ 055-931-3367 河野　英生 河野　英生 歯    小歯 H26.1.1

個人 くわはら矯正歯科医院 410-0801
沼津市大手町５－５－３　
森田ビル５Ｆ

055-962-0388 桑原　聡 桑原　聡 歯    矯歯 H8.11.1

個人 敬愛歯科医院 410-0822
沼津市下香貫下障子３１５
１－５　東広ビル２Ｆ

055-931-0100 渡辺　光佳 渡辺　光佳
歯    矯歯    小
歯

S58.2.23

個人
Ｋ.Ｌ.Ｔ川口メモリアル
歯科

410-0801 沼津市大手町３－２－２０ 055-963-5841 川口　和子 川口　和子
歯    矯歯    小
歯    歯外

S57.7.26

個人
けやきデンタルクリニッ
ク

410-0053 沼津市寿町７９８－１ 055-924-2550 鈴木　孝典 鈴木　孝典
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.7.1

個人 ごとう歯科医院 410-0312 沼津市原１４１８－４５ 055-966-5511 後藤　美紀 後藤　美紀
歯    矯歯    小
歯

H2.8.1

個人 後藤歯科医院 410-0302 沼津市東椎路８３１ 055-925-3511 後藤　隆 後藤　隆
歯    矯歯    小
歯

H2.8.20

個人 酒井歯科医院 410-0875 沼津市今沢３４０ 055-968-1551 酒井　正人 酒井　正人 歯    歯外 H11.10.14

個人 桜井歯科医院 410-0058 沼津市沼北町１－５－１７ 055-921-1008 桜井　克人 桜井　克人
歯    小歯    歯
外

H14.5.20

個人 笹本歯科 410-0801
沼津市大手町５－６－７　
スルガビル５Ｆ

055-951-2815 笹本　純一 笹本　純一 歯 S57.7.26

個人 サトウ歯科 410-0317 沼津市石川１６３ 055-966-2035 佐藤　由和 佐藤　由和 歯    矯歯 H1.2.1

個人 さとう歯科医院 410-0022 沼津市大岡８１０－２６ 055-920-3515 佐藤　有 佐藤　有 歯    小歯 H18.11.20

個人 庄司歯科医院 410-0884 沼津市本町９ 055-962-1122 庄司　喜則 庄司　喜則
歯    矯歯    小
歯

H7.1.5

個人 小児歯科よしいけ 410-0831 沼津市市場町７－８ 055-932-6106 吉池　眞奈美 吉池　眞奈美 小歯 H9.6.4

個人 シラカベ歯科医院 410-0863
沼津市本字下一丁田８８９
－７

055-952-3333 白壁　浩之 白壁　浩之
歯    矯歯    小
歯

H11.1.18

個人 鈴木歯科医院 410-0054
沼津市北高島町４－１１　
杉ビル２Ｆ

055-922-2888 鈴木　篤実 鈴木　篤実 歯 S55.4.1

個人 鈴木歯科医院 410-0836 沼津市吉田町２８－２６ 055-931-1192 鈴木　啓一郎 鈴木　啓一郎 歯 S63.8.1
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個人 すんとう歯科クリニック 410-0821 沼津市大平１３８－１ 055-933-3418 駿藤　昭義 駿藤　昭義 歯    小歯 H15.2.20

個人 せきざわ歯科医院 410-0871 沼津市西間門２２７－４ 055-951-6123 堰澤　敦 堰澤　敦 歯    小歯 H2.2.16

個人 せりざわ歯科医院 410-0823
沼津市我入道江川１６－２
６

055-932-7070 芹澤　孝昌 芹澤　孝昌 歯 S62.10.19

個人 芹澤歯科医院 410-0022 沼津市大岡１９６２ 055-922-5161 芹澤　泰 芹澤　泰 歯    矯歯 S53.7.1

個人 ソデ歯科医院 410-0056 沼津市高島町２７－１１ 055-921-2720 外　信之 外　信之 歯 H8.1.4

個人 中央歯科医院 410-0888 沼津市末広町２８ 055-962-3788 佐藤　伸 佐藤　伸 歯    小歯 S49.8.15

個人 土屋歯科医院 410-0022 沼津市大岡１１４２－１ 055-962-3136 土屋　博昭 土屋　博昭
歯    矯歯    小
歯    歯外

H30.8.10

個人 津野歯科医院 410-0022 沼津市大岡２２７５－６ 055-921-5164 津野　宏 津野　宏 歯 S57.12.1

個人 デンタルオフィスみなと 410-0004 沼津市本田町５－１７ 055-926-8241 露木　良治 露木　良治
歯    小歯    歯
外

H20.4.16

個人 中江歯科クリニック 410-0011 沼津市岡宮９７３－５ 055-926-2555 中江　英彦 中江　英彦
歯    矯歯    小
歯    歯外

H29.4.5

個人 長尾歯科医院 410-0813
沼津市上香貫宮原町１５０
５

055-931-3780 長尾　伸也 長尾　伸也 歯 H5.1.1

個人
ながさわ原町歯科医
院

410-0312 沼津市原１７６４－１ 055-969-2212 長澤　信岳 長澤　信岳
歯    矯歯    小
歯

H15.9.16

個人 中島歯科医院 410-0833 沼津市三園町９－１４ 055-932-7177 中島　徹 中島　徹 歯    矯歯 H14.10.31

個人 中野歯科医院 410-0885 沼津市下本町５０ 055-962-1075 中野　文雄 中野　文雄 歯 H21.7.15

個人 中ノ森歯科医院 410-0063 沼津市緑ヶ丘２－１０ 055-923-6784 中ノ森　暁 中ノ森　暁 歯 H9.8.1

個人 にいづま歯科 410-0801
沼津市大手町２－７－１７　
大手町ハイツ２Ｆ

055-964-2110 荻原　久子 荻原　久子
歯    小歯    歯
外

H20.9.16

個人 西家歯科医院 410-0312 沼津市原１９８ 055-966-0007 西家　孝 西家　孝 歯 H1.11.1

個人 沼津歯科 410-0801
沼津市大手町５－９－１　
富澤屋ビル１・２階

055-957-1031 木内　衛 木内　衛
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.8.1

個人
根方街道　まや歯科医
院

410-0002 沼津市東沢田２３３－８ 055-957-1188 田附　真也子 田附　真也子 歯    小歯 R4.4.1

個人 野口歯科医院 410-0037 沼津市三枚橋町６－５ 055-963-0050 野口　和也 野口　和也 歯 H22.8.4

個人 パートナー歯科 410-0022 沼津市大岡１７１９－１ 055-951-1150 黒澤　まゆ 黒澤　まゆ 歯    小歯 H18.10.6

個人 はせがわ歯科 410-0031
沼津市三枚橋日ノ出町３８
３－８

055-923-8100 長谷川　靖典 長谷川　靖典 歯    小歯 R2.1.1

個人 原田歯科医院 410-0306 沼津市大塚３２７－３ 055-967-5566 原田　雅弘 原田　雅弘 歯 S62.9.4

個人 パル博愛歯科 410-0888 沼津市末広町４ 055-962-0432 竹内　純子 竹内　純子
歯    矯歯    小
歯

S63.3.18

個人 はんがい歯科医院 410-0046 沼津市米山町２－７－１Ｆ 055-925-0003 半谷　一臣 半谷　一臣 歯 H20.1.11

個人 ひまわり歯科 410-0811 沼津市中瀬町１０－１１ 055-933-0648 横山　脩英 横山　脩英 歯 H20.5.14

個人 平原歯科クリニック 410-0022
沼津市大岡５１７－４　鈴
福ビル１Ｆ

055-952-1101 平原　徹 平原　徹 歯 H6.10.2

個人 ひろせ歯科クリニック 410-0309 沼津市根古屋２０３－２ 055-967-6480 廣瀬　千鶴 廣瀬　千鶴 歯 H17.4.20

個人 古屋歯科医院 410-0822
沼津市下香貫藤井原１６１
８－６

055-933-4435 古屋　佳浩 古屋　佳浩 歯 H4.6.18

個人 へだ歯科クリニック 410-3402 沼津市戸田２７６９－１ 0558-94-2221 土本　隆太郎 土本　隆太郎 歯 R3.11.10

個人 ベル歯科医院 410-0006 沼津市中沢田２９０－４ 055-924-8088 鈴木　俊将 鈴木　俊将 歯 S63.8.19

個人
ほりうち矯正歯科クリ
ニック

410-0871 沼津市西間門４４７－２ 055-952-0489 堀内　昭男 堀内　昭男 矯歯 H8.7.8

個人 堀江歯科医院 410-0833 沼津市三園町２－１１ 055-931-8181 堀江　薫雄 堀江　薫雄 歯 S58.12.1

個人 増田歯科医院 410-0895 沼津市新町４０４ 055-962-0195 増田　清治 増田　清治 歯 H3.7.10

個人 増田デンタルクリニック 410-0022 沼津市大岡２４３７－１ 055-922-0705 増田　隆宣 増田　隆宣 歯    小歯 H4.3.19

個人 増山歯科医院 410-0803 沼津市添地町１２５ 055-962-2176 増山　博也 増山　博也 歯    小歯 S59.3.26
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個人 町田歯科クリニック 410-0312 沼津市原７２０ 055-967-6062 町田　太郎 町田　太郎 歯    小歯 H18.10.4

個人 松永歯科 410-0881 沼津市八幡町２－２ 055-963-8814 松永　章代 松永　章代 歯 H26.8.31

個人 光野歯科クリニック 410-0822
沼津市下香貫大久保２２９
５－１４

055-934-0077 光野　衛 光野　衛 歯    小歯 S63.6.4

個人 三津間歯科医院 410-0022 沼津市大岡１７５６－３３ 055-951-3777 三津間　学 三津間　学 歯 S59.11.5

個人 ミノベ歯科医院 410-0801 沼津市大手町３－３－２ 055-951-0299 美濃部　浩久 美濃部　浩久 歯 S58.2.1

個人 宮内歯科医院 410-0006 沼津市中沢田４６６ 055-925-8217 宮内　秀和 宮内　秀和 歯 H3.4.1

個人 三宅歯科医院 410-0814 沼津市玉江町７－３５ 055-931-3967 三宅　慈子 三宅　慈子 歯    小歯 H24.10.19

個人 むらまつ歯科医院 410-0057 沼津市高沢町４－２５ 055-926-4180 村松　里子 村松　里子 歯 H9.3.17

個人 もちづき歯科医院 410-0306 沼津市大塚８７１－５ 055-968-6200 望月　宣秀 望月　宣秀 歯    小歯 H12.6.20

個人 望月歯科医院 410-0851 沼津市宮町１１ 055-962-2717 望月　洋 望月　洋 歯 S59.1.1

個人 森田歯科医院 410-3402 沼津市戸田１５７４－１７ 0558-94-4187 森田　憲治 森田　憲治 歯    小歯 H2.4.18

個人 矢田歯科医院 410-0832 沼津市御幸町１０－２７ 055-931-0157 矢田　誠 矢田　誠
歯    矯歯    小
歯

H12.7.17

個人 山田歯科医院 410-3402 沼津市戸田５２２ 0558-94-4618 山田　英輝 山田　英輝 歯 H7.7.4

個人
ヤマダデンタルオフィ
ス

410-0801
沼津市大手町１－１－３　
パレットビル９Ｆ

055-954-3322 山田　浩史 山田　浩史 歯    小歯 H13.7.18

個人 山本矯正歯科 410-0802 沼津市上土町４３－２ 055-952-8741 山本　真 山本　真 矯歯 H14.12.19

個人 山本歯科 410-0802 沼津市上土町４３－２ 055-962-5487 山本　龍樹 山本　龍樹 歯    小歯 S43.2.19

個人 幸歯科医院 410-0822
沼津市下香貫宮脇３１４－
３

055-933-8143 久保　幸正 久保　幸正
歯    矯歯    小
歯

H10.3.9

個人 れいこ歯科 410-0057 沼津市高沢町９－１９ 055-923-8388 横井　麗子 横井　麗子
歯    小歯    歯
外

H18.4.20

個人 わたなべ歯科医院 410-0106 沼津市志下４３０－１ 055-931-5445 渡辺　清一 渡辺　清一 歯 S61.4.18

個人 渡辺歯科医院 410-0065 沼津市花園町５－３ 055-921-0541 渡辺　慎也 渡辺　慎也 歯 S59.11.19

個人
わたなべ歯科クリニッ
ク

410-0874 沼津市松長７８０－１ 055-968-1700 渡邉　洋行 渡邉　洋行 歯    小歯 H17.11.15

個人 わたり歯科医院 410-0022 沼津市大岡３８０９－５ 055-923-1902 渡邉　正人 渡邉　正人 歯 S63.7.2

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療
医療法人矯仁会　浅
井歯科診療所

411-0855 三島市本町２－９ 055-975-0527 医療法人矯仁会 辻　吉純 歯 S28.1.10

医療 杉山矯正歯科 411-0856 三島市広小路町１３－４ 055-973-6480
医療法人社団杉
山矯正歯科

杉山　弘夫 歯    矯歯 H8.1.10

医療 ないとう歯科医院 411-0044 三島市徳倉８７６－２６ 055-988-9087
医療法人社団アク
アビアンカ

内藤　毅 歯    小歯 R2.6.1

医療 フレンズ歯科 411-0822
三島市松本２６８－５　エ
ムエスコーポ１階

055-982-6600
医療法人社団顕
正会

高岡　力 歯    矯歯 H13.8.27

個人
アテナ　デンタル　メン
テナンス

411-0834 三島市新谷１８―４ 055-950-8874 山田　依美 山田　依美 歯 H27.4.3

個人 イイヅカ歯科医院 411-0025 三島市壱町田７２－７ 055-988-1414 飯塚　信明 飯塚　信明 歯 S62.3.4

個人
ＳＤＣさいとう歯科クリ
ニック

411-0801
三島市谷田夏梅木６６４－
５

055-981-2002 斉藤　彰久 斉藤　彰久 歯 H5.9.20

個人 遠藤歯科医院 411-0047 三島市佐野１９１－１ 055-992-1139 遠藤　忠彦 遠藤　忠彦 歯 S62.6.11

個人 小野歯科医院 411-0845 三島市加屋町３－１５ 055-972-8234 小野　毅 小野　毅 歯 S50.11.13

個人 かげしま歯科 411-0801
三島市谷田字並木２９６－
１９

055-971-2881 影島　千久 影島　千久 歯 S56.12.15

個人 かたの歯科 411-0801 三島市谷田１３６－２９ 055-973-6111 片野　英教 片野　英教
歯    矯歯    小
歯

H10.11.2

個人 かまた歯科クリニック 411-0033 三島市文教町１－１－３５ 055-980-5505 鎌田　淳一 鎌田　淳一
歯    矯歯    小
歯

H21.12.8

【三島市】
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個人 加茂川歯科医院 411-0034
三島市加茂川町３９７３－
２

055-972-0522 田代　智彦 田代　智彦 歯 H16.2.1

個人 菊地歯科 411-0855 三島市本町２－８ 055-981-4090 菊地　誠 菊地　誠 歯 H13.4.9

個人 北岡歯科医院 411-0856 三島市広小路町５－９ 055-972-8119 北岡　超 北岡　超 歯 S60.2.1

個人 栗原歯科医院 411-0858 三島市中央町１－３１ 055-975-1078 栗原　由紀夫 栗原　由紀夫 歯    歯外 H5.12.1

個人 賢歯科医院 411-0816 三島市梅名４３９－１ 055-984-3115 植松　賢治郎 植松　賢治郎 歯    小歯 H30.6.11

個人 後藤歯科医院 411-0033 三島市文教町２－１－１７ 055-986-8776 後藤　義昭 後藤　義昭
歯    矯歯    小
歯

S57.4.15

個人 こも池歯科クリニック 411-0035 三島市大宮町３－１－１１ 055-975-8214 村上　賢 村上　賢 歯    矯歯 S62.2.26

個人 斉藤歯科クリニック 411-0803 三島市大場１６４－５ 055-977-1110 齋藤　慎也 齋藤　慎也 歯 H2.5.1

個人 サクラ歯科 411-0853 三島市大社町８－３０ 055-975-8868 衣川　さゆり 衣川　さゆり 歯 H9.4.1

個人
歯科シズオカクリニッ
ク

411-0037 三島市泉町１－４０ 055-973-0118 上杉　秀之 上杉　秀之
歯    矯歯    小
歯    歯外

S53.2.1

個人 白井歯科医院 411-0032 三島市末広町１－５ 055-986-7191 白井　正明 白井　正明 歯 S53.3.15

個人 しんゆう歯科 411-0823 三島市御園４８０－２４ 055-955-7801 山田　眞人 山田　眞人 歯    小歯 R2.2.1

個人 杉山歯科医院 411-0817 三島市八反畑１３２－７ 055-971-3230 杉山　達彦 杉山　達彦 歯 H14.10.7

個人
すぎやま歯科クリニッ
ク

411-0803 三島市大場５７５－１ 055-982-0418 杉山　祥二 杉山　祥二
歯    矯歯    小
歯

H16.7.1

個人 鈴木歯科医院 411-0823 三島市御園７７－３ 055-977-6678 鈴木　啓昭 鈴木　啓昭 歯 S56.6.1

個人 鈴木歯科医院 411-0858 三島市中央町１－１２ 055-975-0023 杉山　能子 杉山　能子 歯    小歯 H25.8.16

個人 鈴木歯科クリニック 411-0044 三島市徳倉９２１ 055-987-5798 鈴木　郁夫 鈴木　郁夫 歯 S55.12.22

個人 高木歯科医院 411-0824 三島市長伏１２８－４ 055-977-8880 高木　靖夫 高木　靖夫
歯    矯歯    小
歯

H11.7.28

個人 武井歯科 411-0801 三島市谷田並木９７５－９ 055-976-9577 武井　達明 武井　達明 歯 H6.10.17

個人 竹花歯科医院 411-0831
三島市東本町１－１３－２
３

055-975-1994 竹花　則子 竹花　則子 歯 H6.1.2

個人 田中歯科医院 411-0855 三島市本町８－３４ 055-981-0118 田中　哲 田中　哲
歯    矯歯    小
歯

H10.4.1

個人 田村歯科医院 411-0044 三島市徳倉１－１２－３１ 055-980-1800 田村　健司 田村　健司 歯    小歯 H12.6.8

個人
土と光ともりの歯医者
さん

411-0833 三島市中１０１－１ 055-973-2358 登守　京子 登守　京子
歯    矯歯    小
歯

H29.12.15

個人 ツチヤ歯科クリニック 411-0853 三島市大社町６－２ 055-981-1000 土屋　　力 土屋　　力 歯    小歯 R3.11.1

個人 友デンタルクリニック 411-0039
三島市寿町５－７　M・F・N 
Eternity001

055-955-9022 浅井　友宏 浅井　友宏
歯    矯歯    小
歯

H27.2.12

個人 鳥居歯科医院 411-0029 三島市光ケ丘１－４９－５ 055-988-3030 鳥居　孝 鳥居　孝 歯 S63.9.14

個人 中郷歯科医院 411-0824 三島市長伏４２－７ 055-977-5551 鷲巣　暢夫 鷲巣　暢夫 歯    小歯 S55.10.27

個人 長野歯科医院 411-0857 三島市芝本町５－２９ 055-975-2740 長野　昭博 長野　昭博 歯 H12.6.30

個人 中村歯科医院 411-0858 三島市中央町３－７ 055-971-3411 川平　寧子 川平　寧子 歯 H27.4.1

個人 にしはら歯科 411-0842 三島市南町１７－１８ 055-971-1177 西原　圭二 西原　圭二
歯    小歯    歯
外

H25.8.1

個人
ハートランド歯科クリ
ニック

411-0856
三島市広小路町１３－４　
２F

055-941-9477 石原　　浩 石原　　浩 歯 R3.8.8

個人 半田歯科医院 411-0803 三島市大場１２２－４ 055-977-1234 半田　良平 半田　良平 歯 R1.5.1

個人 日野原歯科クリニック 411-0837 三島市南田町２－１４ 055-973-1085 日野原　博 日野原　博 歯    矯歯 H1.3.13

個人 平川歯科医院 411-0045 三島市萩３２０－４７ 055-986-3989 平川　彰生 平川　彰生 歯 S59.10.24

個人 広小路だいとう歯科 411-0856 三島市広小路町１３－１０ 055-975-0214 大藤　博 大藤　博 歯 H14.7.29

個人 ヒロ歯科医院 411-0816 三島市梅名５１６－３ 055-977-8241 長島　保裕 長島　保裕
歯    小歯    歯
外

H5.6.18

個人
芙蓉台デンタルクリ
ニック

411-0044 三島市徳倉８３８－４２ 055-986-4818 吉岡　康治 吉岡　康治 歯 S57.3.1

－96－



開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 星山歯科医院 411-0831
三島市東本町１－１０－３
１

055-975-1079 星山　壽男 星山　壽男
歯    矯歯    小
歯

S63.12.1

個人 細川歯科医院 411-0852 三島市東町１３－２６ 055-981-3200 細川　英夫 細川　英夫 歯 H5.7.19

個人
まつうらデンタルクリ
ニック

411-0853 三島市大社町１－２４ 055-979-2201 松浦　孝之 松浦　孝之
歯    矯歯    小
歯

H30.4.12

個人 みうら歯科医院 411-0018 三島市初音台２５－１ 055-973-1211 三浦　涼太郎 三浦　涼太郎
歯    矯歯    小
歯

H19.4.1

個人
三島中央町　たきの歯
科

411-0858 三島市中央町１－４０　１Ｆ 055-957-1718 瀧野　浩之 瀧野　浩之
歯    矯歯    小
歯

R3.11.1

個人
みちこデンタルクリニッ
ク

411-0036 三島市一番町２－１８ 055-983-2339 福田　路子 福田　路子 歯    小歯 H14.12.5

個人 三宅歯科医院 411-0845 三島市加屋町１０－２０ 055-975-2724 三宅　秀樹 三宅　秀樹 歯 H27.1.3

個人 山口歯科医院 411-0846 三島市栄町１－２４ 055-976-5557 山口　正樹 山口　正樹
歯    小歯    歯
外

H5.10.14

個人 山本歯科医院 411-0855 三島市本町５－６ 055-975-0119 山本　善彦 山本　善彦 歯 R2.9.1

個人 ヨシダ歯科医院 411-0816 三島市梅名２８４－１２ 055-977-4511 吉田　滋 吉田　滋 歯 S53.4.1

個人 吉村歯科医院 411-0854 三島市北田町３－５５ 055-972-1188 吉村　正 吉村　正 歯 H18.4.1

個人 米山デンタルオフィス 411-0025 三島市壱町田５１－１ 055-988-0666 米山　公信 米山　公信 歯 H31.4.27

個人 わたなべ歯科 411-0816 三島市梅名１１１－１ 055-984-1900 渡邊　貴史 渡邊　貴史
歯    矯歯    小
歯

H13.5.15

個人 渡辺歯科クリニック 411-0045 三島市萩１８８ 055-980-6655 渡辺　陽 渡辺　陽
歯    矯歯    小
歯    歯外

H14.3.20

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 さなだ歯科医院 410-1107
裾野市御宿字坂口１２９１
－１

055-997-2100
医療法人社団真
愛会

鈴木　千賀子 歯    矯歯 H4.5.1

医療 ハミング歯科 410-1121 裾野市平松６３４－２ 055-995-0033
医療法人社団顕
正会

秦野　和男 歯    矯歯 R3.4.1

医療 ベルの木歯科 410-1102 裾野市深良７７７－７ 055-992-7777
医療法人社団ベル
の木歯科

鈴木　明彦
歯    矯歯    小
歯

H28.12.1

個人 飯塚歯科医院 410-1121
裾野市茶畑字境川９５２－
６

055-993-1077 飯塚　邦彦 飯塚　邦彦 歯 S60.9.17

個人 うさぎ歯科医院 410-1103 裾野市葛山７６７－２ 055-997-5918 遠藤　由香 遠藤　由香 歯 H11.8.9

個人 梶歯科医院 410-1117 裾野市石脇１１１－９ 055-994-1344 梶　正裕 梶　正裕
歯    矯歯    小
歯

H7.12.12

個人 カシワ木歯科医院 410-1121 裾野市茶畑２５６－４ 055-993-6108 柏木　秀俊 柏木　秀俊 歯 S62.8.5

個人 しおみ歯科医院 410-1127 裾野市平松５２１－２ 055-992-0202 汐見　久美子 汐見　久美子
歯   小歯    矯
歯

S60.3.13

個人 歯科クリニック　みよし 410-1118 裾野市佐野１０８９ 055-994-1900 三好　俊章 三好　俊章 歯 H8.10.17

個人
しぶやデンタルクリニッ
ク

410-1127 裾野市平松５４６－７ 055-995-4618 渋谷　哲勇 渋谷　哲勇
歯    小歯    矯
歯    歯外

H28.3.9

個人 鈴木歯科医院 410-1127 裾野市平松６２４－２ 055-993-5151 鈴木　謙太郎 鈴木　謙太郎
歯    矯歯    小
歯

H28.2.15

個人 スマイル歯科医院 410-1102 裾野市深良３０６６－５ 055-997-1610 勝又　嘉治 勝又　嘉治 歯    小歯 S63.12.1

個人 なかじま歯科医院 410-1123
裾野市伊豆島田８１９－４　
ルインズワタナベ１Ｆ

055-995-1000 中島　章道 中島　章道 歯    小歯 H10.10.19

個人 中原歯科医院 410-1118 裾野市佐野８５０ 055-993-3300 中原　克己 中原　克己 歯 S50.4.1

個人 服部歯科医院 410-1118 裾野市佐野１０６９－２ 055-992-0011 服部　慎 服部　慎 歯 R1.5.31

個人 ひだまり歯科クリニック 410-1118 裾野市佐野９１９―１ 055-955-7827 松岡　裕樹 松岡　裕樹
歯    小歯    矯
歯    歯外

H27.4.1

個人 ホワイト歯科医院 410-1107 裾野市御宿字榎田３６－１ 055-997-4071 勝又　茂 勝又　茂
歯    小歯    矯
歯    歯外

H26.6.18

個人 松本歯科医院 410-1115
裾野市千福が丘１－１０－
３５

055-993-8711 松本　聡 松本　聡 歯    小歯 H2.7.17

個人 室伏歯科医院 410-1112 裾野市公文名２２０－３ 055-992-2439 室伏　繁俊 室伏　繁俊 歯 S54.7.1

個人
わたなべ歯列矯正クリ
ニック

410-1127
裾野市平松４５６－１　リ
ヴィエール１０１

055-993-9350 渡邉　哲平 渡邉　哲平 矯歯 H28.6.24

【裾野市】
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療
モリタデンタルクリニッ
ク

410-2505 伊豆市八幡２５６－２ 0558-75-2222
医療法人社団モリタデ
ンタルクリニック 森田　敏之

歯    矯歯    小
歯

H24.11.1

個人 あぶの歯科 410-2416 伊豆市修善寺２６ 0558-72-0628 阿武野　弘信 阿武野　弘信
歯    矯歯    小
歯

H5.10.13

個人 池原歯科医院 410-2503 伊豆市城５７－６ 0558-83-1660 池原　秀樹 池原　秀樹 歯    小歯 H16.7.16

個人 石井歯科医院 410-2407 伊豆市柏久保１３０２ 0558-72-0137 石井　康彦 石井　康彦 歯 S57.4.14

個人 遠藤歯科医院 410-2413 伊豆市小立野５－１９ 0558-72-0186 遠藤　郁夫 遠藤　郁夫 歯 H24.12.1

個人 柿宇土歯科医院 410-2416 伊豆市修善寺７６３－１ 0558-72-7676 柿宇土　保彦 柿宇土　保彦 歯 H2.6.4

個人 小長谷歯科医院 410-3302 伊豆市土肥２７６５－１１ 0558-98-2030 小長谷　伸夫 小長谷　伸夫 歯 H10.8.28

個人 つちや歯科医院 410-3206 伊豆市湯ヶ島２０８－１ 0558-85-1771 土屋　秀人 土屋　秀人 歯    小歯 H15.2.13

個人 フジ歯科医院 410-2503 伊豆市城６１－７ 0558-83-2250 佐藤　卓紀 佐藤　卓紀 歯    小歯 S59.3.6

個人 宮内歯科医院 410-2415 伊豆市大平１６０－１３ 0558-72-6010 宮内　良二 宮内　良二 歯    小歯 S62.7.3

個人 もり歯科クリニック 410-2407 伊豆市柏久保５２３－１０ 0558-74-0648 森　飛鳥 森　飛鳥
歯    小歯    歯
外

H29.6.1

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 梅原歯科医院 410-2323 伊豆の国市大仁８８１ 0558-72-8383
医療法人社団裕
雅郷

梅原　淑敬 歯    小歯 H10.4.1

医療 ビタミンＢ歯科 410-2114 伊豆の国市南條２１４－１ 055-940-3300
医療法人社団顕
正会

石川　紘佑 歯    矯歯 H17.11.4

医療 まきの歯科クリニック 410-2315 伊豆の国市田京３８－２ 0558-76-1777
医療法人社団
PAST

牧野　智優
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.5.1

医療 吉本歯科医院 410-2201 伊豆の国市古奈２２２ 055-948-1244
医療法人社団吉
本歯科医院

吉本　智信 歯 H18.4.1

個人
あおぞら歯科クリニッ
ク

410-2114
伊豆の国市南條１９６－１　
高野コーポ２Ｆ２Ｂ

055-949-8046 戸塚　武 戸塚　武 歯 H14.4.14

個人 あおば歯科医院 410-2123
伊豆の国市四日町５３０－
１

055-949-8000 鈴木　基志 鈴木　基志 歯 H6.11.14

個人 池田歯科医院 410-2211 伊豆の国市長岡１３８－５ 055-947-6480 池田　真王 池田　真王
歯    小歯    歯
外

H17.2.7

個人
いちごデンタルクリニッ
ク

410-2114 伊豆の国市南條１４７―１ 055-940-0118 鈴木　理恵子 鈴木　理恵子 歯    小歯 H27.4.6

個人 大森歯科医院 410-2211
伊豆の国市長岡８１－１　グ
ロースヴェルト２０１ 055-948-4334 大森　哲 大森　哲

歯    矯歯    小
歯

H5.7.1

個人 小野歯科医院 410-2211 伊豆の国市長岡１１０２ 055-947-1122 小野　元弘 小野　元弘 歯 S57.4.26

個人 カワムラ歯科医院 410-2315
伊豆の国市田京６９８－１
０

0558-76-4836 川村　夏輝 川村　夏輝 歯　小歯 R3.8.9

個人 神田歯科医院 410-2323 伊豆の国市大仁４３７－１ 0558-76-1350 神田　雄右 神田　雄右 歯    矯歯 H28.8.1

個人 椎貝歯科クリニック 410-2203 伊豆の国市小坂４６８－１ 055-948-1110 椎貝　哲文 椎貝　哲文
歯    矯歯    小
歯

H10.4.1

個人 杉本歯科 410-2201 伊豆の国市古奈３０５－６ 055-948-0263 杉本　幸基 杉本　幸基 歯 S52.4.1

個人 鈴木歯科医院 410-2323 伊豆の国市大仁５３２ 0558-76-1076 鈴木　秀夫 鈴木　秀夫 歯 S58.4.1

個人 塚本歯科医院 410-2323 伊豆の国市大仁２８２ 0558-76-1039 塚本　良 塚本　良 歯 H12.11.24

個人 寺田歯科 410-2121 伊豆の国市中條２６７－５ 055-949-7600 寺田　浩之 寺田　浩之 歯    矯歯 H4.2.4

個人
ナガオカデンタルクリ
ニック

410-2211
伊豆の国市長岡１３２２－
９

055-947-4545 渥美　元康 渥美　元康 歯    矯歯 H30.8.1

個人 西島歯科クリニック 410-2316
伊豆の国市御門字横田５
２－２

0558-77-1182 西島　宗宏 西島　宗宏
歯    矯歯    小
歯

H12.7.18

個人 はる歯科クリニック 410-2114 伊豆の国市南條４７９ 055-949-3813 鈴木　晴治 鈴木　晴治 歯 H23.4.18

個人
ひだまりおとなこども歯
科

410-2322 伊豆の国市吉田１５１－７ 0558-76-4212 土屋　泰樹 土屋　泰樹
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.6.21

個人 堀江歯科医院 410-2124 伊豆の国市原木１－１ 055-949-0080 堀江　伴英 堀江　伴英
歯    小歯    歯
外

H1.7.3

【伊豆市】

【伊豆の国市】
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 村田歯科医院 410-2114 伊豆の国市南條８３２－２ 055-949-2404 村田　雄二郎 村田　雄二郎 歯 H13.1.1

個人 山口歯科クリニック 410-2124
伊豆の国市原木字上町１
２３－１０

055-949-8800 山口　貴司 山口　貴司 歯    小歯 H14.5.15

個人 山田歯科クリニック 410-2221
伊豆の国市南江間堤下１
１０７－８

055-948-3539 山田　秀司 山田　秀司 歯 H2.12.18

個人 渡邊歯科医院 410-2133 伊豆の国市四日町３９－１ 055-949-0073 渡邊　竜司 渡邊　竜司 歯 H15.5.6

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 高橋デンタルクリニック 419-0123
田方郡函南町間宮８９５－
６

055-977-6966
医療法人社団メ
ディカル スピリッツ

高橋　和子 歯 H7.11.20

個人 いで歯科医院 419-0122 田方郡函南町上沢２５－２ 055-979-1180 井出　衛 井出　衛 歯 H1.10.19

個人 ウエムラ歯科医院 419-0112
田方郡函南町柏谷字宝蔵
９９３－３

055-979-3339 植村　泰一 植村　泰一 歯    小歯 H2.2.16

個人 きのうち歯科医院 419-0124
田方郡函南町塚本９８０－
８

055-944-6256 木ノ内　聡 木ノ内　聡
歯    矯歯    小
歯    歯外

H28.4.11

個人 さくらい歯科医院 419-0125 田方郡函南町肥田６０ 055-979-8615 櫻井　英利 櫻井　英利 歯    小歯 H14.3.4

個人 杉本秀歯科医院 419-0114
田方郡函南町仁田３４－２
８

055-978-6480 杉本　秀樹 杉本　秀樹 歯    矯歯 H17.2.1

個人 芹澤歯科医院 419-0124 田方郡函南町塚本９７０ 055-978-3154 芹澤　祥宏 芹澤　祥宏 歯 H15.1.1

個人 つしま歯科医院 419-0124
田方郡函南町塚本２７６－
３

055-978-8811 對馬　誠 對馬　誠 歯 S60.7.4

個人 中條歯科医院 419-0123
田方郡函南町間宮６８５－
１

055-978-8803 中條　泰敬 中條　泰敬 歯    小歯 H24.1.1

個人
ハートデンタルクリニッ
ク

419-0112 田方郡函南町柏谷７０－１ 055-979-8194 藤田　徹 藤田　徹
歯    矯歯    小
歯

R1.11.8

個人 平松歯科医院 419-0104
田方郡函南町畑５２９－１５５　南
箱根ダイヤランド１３－８３７ 055-974-1716 平松　達夫 平松　達夫 歯    小歯 H23.3.14

個人 藤井歯科医院 419-0101
田方郡函南町桑原８８０－
１４６

055-979-8501 藤井　慶子 藤井　慶子 歯 H13.10.10

個人 ミエ歯科医院 419-0112
田方郡函南町柏谷字養南
９３－６

055-956-7423 望月　美江 望月　美江 歯    歯外 H23.9.16

個人 みやはら歯科 419-0123
田方郡函南町間宮６０７－
３

055-957-0058 宮原　大地 宮原　大地
歯    矯歯    小
歯    歯外

R1.6.25

個人 向笠歯科医院 419-0107 田方郡函南町平井９０６ 055-979-6523 向笠　寛 向笠　寛 歯 H4.9.3

個人 ルピア歯科医院 419-0114
田方郡函南町間宮６４３－
１

055-979-0811 柏木　真純 柏木　真純 歯 H20.3.29

個人 わかば歯科クリニック 419-0123 田方郡函南町間宮６３－３ 055-944-6402 浅井　秀明 浅井　秀明
歯    矯歯    小
歯

H27.9.14

個人 渡辺歯科クリニック 419-0122 田方郡函南町上沢７４－２ 055-979-2315 渡邉　藤嗣 渡邉　藤嗣 歯 H2.5.17

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 白鳥歯科 411-0903
駿東郡清水町堂庭１９５－
７

055-991-6000
医療法人社団白
鳥歯科

白鳥　清人 歯    H15.7.17

医療 ドリーム歯科 411-0907
駿東郡清水町伏見５９４－
３

055-983-1110
医療法人社団顕
正会

佐藤　喜代隆 歯    矯歯 H12.8.17

個人 大城歯科医院 411-0901
駿東郡清水町新宿８１９－
２

055-973-2900 大城　隆 大城　隆
歯    矯歯    小
歯

S55.6.1

個人 太田歯科医院 411-0905
駿東郡清水町長沢９５９－
２

055-972-1318 太田　昭二 太田　昭二 歯 S55.1.1

個人 会田歯科医院 411-0912 駿東郡清水町卸団地２０３ 055-972-0418 会田　善彦 会田　善彦 歯    小歯 S56.8.24

個人 こうざい歯科クリニック 411-0903
駿東郡清水町堂庭１８７－
１０

055-928-5434 香西　平　クラウス 香西　平　クラウス
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.3.1

個人 木の花歯科医院 411-0903 駿東郡清水町堂庭７２－６ 055-972-0097 児玉　なをみ 児玉　なをみ 歯    小歯 H25.3.1

個人 こもれび歯科 411-0902 駿東郡清水町玉川６１－２ 055-991-7164 関　秀祥 関　秀祥
歯    小歯    歯
外

H26.11.15

個人 さいとう歯科医院 411-0917
駿東郡清水町徳倉１５８６
－３

055-933-3918 齋藤　雅俊 齋藤　雅俊
歯    小歯    歯
外

H18.11.1

個人 さきかわ歯科医院 411-0907
駿東郡清水町伏見６４９－
７

055-976-8241 崎川　禎彦 崎川　禎彦 歯    小歯 H10.9.28

【田方郡函南町】

【駿東郡清水町】

－99－



開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人
じゅんデンタルクリニッ
ク

411-0904
駿東郡清水町柿田１４５－
１

055-981-1515 鈴木　淳 鈴木　淳 歯    歯外 H25.3.10

個人 しんあい歯科医院 411-0907
駿東郡清水町伏見２５０－
１９

055-973-6686 太田　敏彦 太田　敏彦 歯    小歯 S61.11.18

個人 杉沢歯科医院 411-0904
駿東郡清水町柿田２０９－
９

055-975-4618 杉澤　薫 杉澤　薫
歯    矯歯    小
歯

H2.3.19

個人 せき歯科クリニック 411-0915 駿東郡清水町的場１－９ 055-981-2633 関　聖太郎 関　聖太郎
歯    小歯    歯
外

H20.11.12

個人 たかはし歯科 411-0907
駿東郡清水町伏見８１２　
フォンテーヌⅡ１０１号

055-973-3050 高橋　優 高橋　優
歯    矯歯    小
歯    歯外

H26.10.10

個人 とくら歯科クリニック 411-0917
駿東郡清水町徳倉１１４０
－1

055-933-6480 徳安　槙司 徳安　槙司 歯    小歯 H14.12.20

個人 なかがわ歯科 411-0905
駿東郡清水町長沢８８１－
５　スズキビル１F

055-973-7777 中川　美紀 中川　美紀 歯    小歯 H24.7.11

個人 中里歯科医院 411-0907
駿東郡清水町伏見２６４－
１７

055-976-1818 中里　利幸 中里　利幸
歯    矯歯    小
歯

H1.2.10

個人 メイヨ歯科医院 411-0905
駿東郡清水町長沢３１１－
９

055-972-3846 江川　清源 江川　清源 歯 H29.6.21

個人 森島デンタルクリニック 411-0917
駿東郡清水町徳倉４１１－
４

055-934-4618 森島　靖仁 森島　靖仁
歯    矯歯    小
歯

H19.3.29

個人 ゆきひこ歯科医院 411-0902
駿東郡清水町玉川８１－１
２

055-973-6841 齋藤　雅彦 齋藤　雅彦 歯    小歯 H20.6.16

個人 渡辺歯科医院 411-0917
駿東郡清水町徳倉１６０５
－４３

055-931-1236 渡邉　晃宏 渡邉　晃宏 歯 S46.7.1

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療
医療法人社団畏敬会　新
美歯科オーラルケア

411-0943
駿東郡長泉町下土狩３３
－８　スワベビル２階

055-988-8239
医療法人社団畏
敬会

新美　寿英
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.6.1

医療 MI総合歯科クリニック 411-0943
駿東郡長泉町下土狩１８１
―４

055-988-1185
医療法人社団翼
会

岩本　麻也
歯    矯歯    小
歯    歯外

H30.5.1

医療
矢部歯科医院桜堤診
療所

411-0941
駿東郡長泉町上土狩７０
－１

055-988-8108
医療法人社団久
正会

矢部　久雄
歯    矯歯    小
歯

H24.11.5

個人 秋山歯科医院 411-0943
駿東郡長泉町下土狩１０４
９－１４

055-986-1390 秋山　勇治 秋山　勇治 歯 H25.10.2

個人 池田歯科診療所 411-0943
駿東郡長泉町下土狩１０６
－１２

055-975-2719 池田　均 池田　均 歯 H4.11.13

個人 市川歯科医院 411-0942
駿東郡長泉町中土狩９０４
－１５

055-989-4084 市川　貴 市川　貴 歯 H4.11.4

個人 勝又歯科医院 411-0941
駿東郡長泉町上土狩６６８
－６

055-989-4726 勝又　郁男 勝又　郁男 歯 H5.3.15

個人 くじら小児・矯正歯科 411-0942
駿東郡長泉町中土狩６０―１　
ホーリーアベニュー１Ｆ 055-988-0711 室伏　道仁 室伏　道仁

歯    矯歯    小
歯

H24.4.7

個人 栗田歯科医院 411-0943
駿東郡長泉町下土狩５０９
－２６

055-986-1667 栗田　省吾 栗田　省吾 歯 S60.1.21

個人
スルガ平デンタルクリ
ニック

411-0931
駿東郡長泉町東野５１５－
９２

055-988-0120 平林　智恵美 平林　智恵美
歯    矯歯    小
歯    歯外

H28.7.7

個人 瀬川歯科医院 411-0951
駿東郡長泉町桜堤２－４
－５

055-988-8904 瀬川　直樹 瀬川　直樹 歯 H11.4.1

個人 そらいろ歯科 411-0934
駿東郡長泉町下長窪１０７
６-１

055-999-7700 藤木　倫太郎 藤木　倫太郎
歯    矯歯    小
歯    歯外

H24.2.13

個人 タケダ歯科医院 411-0945
駿東郡長泉町本宿４２５－
８

055-989-3638 武田　弘人 武田　弘人 歯 H4.8.19

個人 Naoデンタルクリニック 411-0943
駿東郡長泉町下土狩１３７
９－３

055-980-6400 米山　直也 米山　直也 歯    小歯 H28.4.4

個人 西島歯科医院 411-0933
駿東郡長泉町納米里７２
－１

055-988-3162 西島　奉一 西島　奉一 歯 H1.2.1

個人 牧野歯科医院 411-0934
駿東郡長泉町下長窪平畦
４３１－１

055-988-1184 牧野　修也 牧野　修也 歯    小歯 H8.5.20

個人 めぐろ歯科 411-0942
駿東郡長泉町中土狩５２３
－３

055-980-6480 目黒　憲治 目黒　憲治 歯    小歯 R2.2.13

個人 吉田歯科医院 411-0933
駿東郡長泉町納米里２１１
－５

055-987-6118 吉田　雅昭 吉田　雅昭 歯 S59.6.4

個人 米山歯科医院 411-0932
駿東郡長泉町南一色３１１
－１

055-988-8211 米山　孝治 米山　孝治 歯    矯歯 H5.7.19

個人 米山歯科クリニック 411-0943
駿東郡長泉町下土狩１３７
５－１

055-988-0880 米山　武義 米山　武義 歯 H2.6.18

【駿東郡長泉町】

－100－



４．御殿場保健所

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 あざみはら歯科医院 412-0045 御殿場市川島田９４４－１ 0550-89-8027
医療法人社団玉
耀仁和会

芹澤　玉樹 歯      H10.4.6

医療 岩瀬歯科医院 412-0045 御殿場市川島田４２６－１ 0550-83-8989
医療法人社団優
歯会

岩瀬　啓子 歯      H3.9.1

医療 おおば歯科 412-0042 御殿場市萩原９９２－２４６ 0550-89-2708
医療法人社団晴
朗会

大庭　礼之 歯    歯外 R2.12.1

医療 オレンジ歯科御殿場 412-0047
御殿場市神場７４７－４０　
１Ｆ

0550-88-8286
医療法人社団詠
光会

関口　徹 歯 H28.5.12

医療 梶本弘歯科医院 412-0043 御殿場市新橋１９３６－５ 0550-82-4182
医療法人社団融
慈会

梶本　弘 歯      H8.4.1

医療 二枚橋歯科医院 412-0021 御殿場市二枚橋２３０－３ 0550-82-2769
医療法人社団雪
香会

渡邉　栄一郎 歯    小歯    H28.12.1

医療 ビタミンＦ歯科 412-0026
御殿場市東田中１０１５－
１

0550-81-1118
医療法人社団顕
正会

山本　尚子 歯    矯歯    H18.9.4

医療
ひまわり歯科クリニッ
ク

412-0046 御殿場市保土沢４５４－１ 0550-89-7530
医療法人社団青
峰会

鎌田　耕
歯    小歯    歯
外    

H24.4.1

医療 ファミリー歯科医院 412-0043 御殿場市新橋１９３８－１０ 0550-83-6563
医療法人社団御殿場
ファミリ―歯科医院 大津　昌一 歯      H7.8.4

医療 マリーン歯科 412-0041
御殿場市茱萸沢１２２６－
４

0550-88-0310
医療法人社団顕
正会

林田　圭助 歯    矯歯    H7.1.1

個人 あおぞら歯科 412-0004 御殿場市北久原５９３－２ 0550-84-0181 野田　光子 野田　光子 歯    小歯    S60.3.20

個人 アレフ歯科クリニック 412-0043 御殿場市新橋６７３－１ 0550-84-2288 杉山　茂 杉山　茂 歯      H4.9.1

個人 いしだ歯科 412-0041
御殿場市茱萸沢１１４３－
４

0550-88-2850 石田　雅彦 石田　雅彦 歯      H7.5.11

個人 いなば歯科クリニック 412-0043 御殿場市新橋１５８４－３ 0550-84-1080 稲葉　一嘉 稲葉　一嘉 歯    小歯 H16.3.18

個人
エコーデンタルクリニッ
ク

412-0034 御殿場市大坂４８２ 0550-87-7777 吉津　和憲 吉津　和憲 歯 H24.4.16

個人 江塚歯科医院 412-0037 御殿場市中清水２３４－１ 0550-87-3141 江塚　孝子 江塚　孝子 歯      S61.4.14

個人 江本歯科医院 412-0028 御殿場市御殿場５４２－１ 0550-82-1243 江本　月美 江本　月美 歯      H29.6.22

個人 梶本歯科医院 412-0043 御殿場市新橋１８７９－１ 0550-82-2755 梶本　智子 梶本　智子 歯      S55.2.13

個人 勝又歯科医院 412-0021 御殿場市二枚橋６４－２ 0550-82-1829 勝又　修 勝又　修
歯    矯歯    小
歯  

S53.8.21

個人 御殿場トーメイ歯科 412-0026
御殿場市東田中１０６２－
２

0550-84-1812 室野井　杜 室野井　杜
歯    矯歯    小
歯    歯外   

R3.2.4

個人 小宮山歯科医院 412-0043 御殿場市新橋１７９６－３ 0550-82-2336 小宮山　治彦 小宮山　治彦 歯      S57.1.20

個人 さとう歯科医院 412-0043 御殿場市新橋２０７７－４ 0550-82-8100 佐藤　栄樹 佐藤　栄樹 歯      H9.8.21

個人 杉山歯科医院 412-0042 御殿場市萩原５０４－２６ 0550-83-2155 杉山　良夫 杉山　良夫 歯      S54.5.23

個人 そのだ歯科 412-0026
御殿場市東田中字宮ヶ崎
１９０９－６

0550-81-4182 園田　正敏 園田　正敏 歯    矯歯 H21.11.1

個人 第一歯科医院 412-0041 御殿場市茱萸沢６８－１ 0550-89-8181 杉山　有一 杉山　有一 歯      S58.6.16

個人 高根デンタルクリニック 412-0018 御殿場市山之尻３２７－１ 0550-84-6480 滝口　昌親 滝口　昌親
歯    矯歯    小
歯    歯外

H18.3.9

個人 たきがわ矯正歯科 412-0026
御殿場市東田中１－１８－
１０

0550-82-2255 瀧川　妙子 瀧川　妙子 矯歯      H8.8.5

個人 玉穂歯科診療所 412-0041 御殿場市茱萸沢７１９－１ 0550-89-1010 石川　春人 石川　春人 歯    小歯 S54.6.15

個人 豊山歯科医院 412-0042 御殿場市萩原７４０ 0550-83-0418 豊山　篤 豊山　篤 歯    矯歯    H14.9.2

個人 長島歯科医院 412-0043 御殿場市新橋１９９０－２ 0550-84-0120 長島　善久 長島　善久 歯      S58.3.16

個人 八幡通り歯科医院 412-0004
御殿場市北久原６１３－１
１

0550-82-5595 土屋　聡 土屋　聡 歯    矯歯    H1.9.1

個人 はだ歯科医院 412-0026
御殿場市東田中１４４６－
１９

0550-82-6933 羽田　康叙 羽田　康叙 歯 R1.10.1

個人 ふじおか歯科医院 412-0035 御殿場市中山４６６－１ 0550-87-3323 齋藤　衛 齋藤　衛 歯      S61.9.4

個人 三浦歯科医院 412-0033 御殿場市神山８３３－１ 0550-87-5151 三浦　文嗣 三浦　文嗣
歯    矯歯    小
歯  

H3.7.18

【御殿場市】

－101－



開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 矢後歯科医院 412-0042 御殿場市萩原７３－１ 0550-84-1070 矢後　博次 矢後　博次
歯    矯歯    小
歯    歯外

S59.4.23

個人 ヤナカ歯科医院 412-0033 御殿場市神山１１１０－１６ 0550-87-0022 谷中　満 谷中　満
歯    小歯    歯
外

H3.5.30

個人 渡邉歯科医院 412-0021 御殿場市二枚橋２９７－１ 0550-83-7611 渡邉　孝 渡邉　孝 歯      S50.7.14

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 大木歯科医院 410-1304
駿東郡小山町藤曲５８４－
１２

0550-76-4188 大木　長生 大木　長生 歯      S60.7.15

個人 小野歯科医院 410-1303 駿東郡小山町生土６－１ 0550-76-0073 小野　将之 小野　将之 歯      H25.8.1

個人 すずき歯科医院 410-1326
駿東郡小山町用沢３１７－
９

0550-78-1179 鈴木　徳夫 鈴木　徳夫 歯      S60.1.18

個人 須走歯科医院 410-1431
駿東郡小山町須走２７８－
４

0550-75-2028 斉藤　康裕 斉藤　康裕 歯      S53.4.14

個人 村井歯科医院 410-1322
駿東郡小山町吉久保４４７
－３

0550-76-5500 村井　恵太 村井　恵太 歯      H3.7.1

個人 わかば歯科医院 410-1325
駿東郡小山町一色３３１－
１

0550-78-0579 小野　義晃 小野　義晃
歯    矯歯    小
歯  

H1.4.11

【駿東郡小山町】
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５．富士保健所

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

市町
富士宮市救急医療セ
ンター

418-0005 富士宮市宮原１２－１ 0544-24-9999 富士宮市 三浦　護之 歯      H7.3.17

医療 芝切歯科医院 418-0051 富士宮市淀師８５－３ 0544-27-2511
医療法人社団芝
切歯科医院

芝切　章博 歯      H2.2.1

医療 するが歯科 418-0026 富士宮市西小泉町１９－８ 0544-24-6480
医療法人社団駿
河会

遠藤　隆行
歯    矯歯    小
歯    歯外

H18.8.1

医療 野中歯科クリニック 418-0039 富士宮市野中９１０－１ 0544-24-2043
医療法人社団臣
香会

鈴木　松臣 歯      H11.8.1

医療 はまなか歯科 418-0022 富士宮市小泉２３３－４ 0544-22-1410
医療法人社団顕
正会

長沼　孝 歯    矯歯    H19.12.30

医療 ハロースマイル歯科 418-0032
富士宮市浅間町１－８　イオン富士
宮ショッピングセンター２階 0544-25-6230

医療法人社団若
菜会

若菜　裕和
歯    矯歯    小
歯    歯外

H13.10.5

医療 ふじのみや中央歯科 418-0004 富士宮市三園平６８７ 0544-22-4618
医療法人社団Ｄｅ
ｎｔａｌＱＯＬ

倉田　理史 歯    小歯 H26.1.1

医療 万野原歯科医院 418-0015 富士宮市舞々木町３４１ 0544-23-4311
医療法人社団エー・
アール・ティ・エス 生田　直之 歯    小歯 H16.8.1

医療 むらまつ歯科医院 418-0001
富士宮市万野原新田３０５
０－６

0544-28-3333
医療法人社団３Ｓ
ｈｉｎｅ

村松　永芳
歯    矯歯    小
歯    歯外

H29.1.1

個人 愛歯科クリニック 418-0014
富士宮市富士見ヶ丘４１９
－１

0544-22-2477 秋山　美保子 秋山　美保子 歯      H15.7.28

個人 赤池歯科医院 418-0031 富士宮市神田川町１３－１ 0544-23-5220 赤池　滋 赤池　滋 歯      S60.9.15

個人 秋山歯科医院 418-0022 富士宮市小泉１９３３－８ 0544-24-2045 秋山　敬一 秋山　敬一 歯      S60.7.15

個人 あすなろ歯科 418-0061 富士宮市北町２０－４ 0544-24-0522 杉本　雅昭 杉本　雅昭
歯    小歯    歯
外

H23.4.11

個人 泉町歯科クリニック 418-0043 富士宮市泉町６５２ 0544-64-4618 遠藤　昌紀 遠藤　昌紀
歯    小歯    歯
外  

H16.1.29

個人 井出歯科医院 418-0114
富士宮市下条字横手１２７
－２

0544-58-1841 井出　善仁 井出　善仁 歯      S60.10.1

個人 伊波歯科医院 418-0067 富士宮市宮町１３－５ 0544-27-3236 伊波　賢雄 伊波　賢雄 歯      S54.7.15

個人 上杉歯科医院 418-0072 富士宮市矢立町６６１ 0544-26-5634 上杉　憲永 上杉　憲永 歯      H21.7.1

個人 内山歯科医院 418-0067 富士宮市宮町８－１２ 0544-23-3306 内山　稔 内山　稔 歯      S51.2.15

個人 遠藤歯科医院 418-0056 富士宮市西町６－２４ 0544-26-8888 遠藤　正之 遠藤　正之 歯     S57.3.15

個人 かぶらぎ歯科 418-0051 富士宮市淀師１５３２－２ 0544-25-8222 鏑木　日出雄 鏑木　日出雄
歯    小歯    歯
外

H17.3.13

個人 風岡歯科医院 418-0041 富士宮市淀川町２６－１３ 0544-23-0614 風岡　栄二 風岡　栄二 歯      S54.11.1

個人 上井出歯科医院 418-0103 富士宮市上井出１１－１ 0544-29-1818 井出　吉彦 井出　吉彦
歯    矯歯    小
歯    歯外

H21.10.15

個人 窪田歯科医院 418-0001
富士宮市万野原新田２９０
６－１３

0544-28-4118 窪田　明久 窪田　明久 歯      H11.11.19

個人 桑原歯科医院 418-0005 富士宮市宮原３８５－１ 0544-23-7377 桑原　孝史 桑原　孝史 歯      S62.4.15

個人 小泉歯科医院 418-0022 富士宮市小泉２１６９－１４ 0544-23-6468 上杉　卓也 上杉　卓也 歯      S63.6.1

個人 小林歯科医院 418-0018 富士宮市粟倉南町１３８ 0544-24-8280 小林　三郎 小林　三郎 歯    矯歯      H9.6.1

個人 小松歯科クリニック 418-0025 富士宮市前田町７９－２ 0544-29-7277 小松　栄一 小松　栄一 歯 H22.3.16

個人 さくら歯科クリニック 418-0004 富士宮市三園平１６５３ 0544-22-1000 稲葉ちはる 稲葉　ちはる
歯    矯歯    小
歯    

H26.7.8

個人 サトウ歯科 418-0039 富士宮市野中９９０－９ 0544-23-0288 佐藤　和弘 佐藤　和弘
歯    矯歯    小
歯    歯外

S59.5.15

個人 佐野歯科医院 418-0064 富士宮市元城町１９－８ 0544-27-2931 花井　有紀子 花井　有紀子 歯      H25.4.12

個人 清水歯科医院 418-0032 富士宮市浅間町８－３ 0544-23-5818 清水　明 清水　明 歯      S55.8.1

個人 鈴木歯科医院 418-0066 富士宮市大宮町３２－１０ 0544-26-3917 鈴木　一也 鈴木　一也
歯    矯歯    小
歯    歯外

S59.4.15

個人 鈴木ファミリー歯科 418-0022 富士宮市小泉１１１８－１ 0544-26-5675 鈴木　貴夫 鈴木　貴夫
歯    小歯    歯
外

S60.6.1

個人 清歯科医院 418-0003 富士宮市ひばりが丘９８５ 0544-26-8603 清　健児 清　健児 歯    矯歯     H25.12.28

【富士宮市】
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 高木歯科医院 418-0065 富士宮市中央町１３－４ 0544-26-2910 高木　淳 高木　淳
歯    矯歯    小
歯    歯外

H10.1.1

個人 ちはる歯科 418-0013 富士宮市大岩１１８－２３ 0544-28-3030 佐々木　千晴 佐々木　千晴 歯    矯歯 H18.7.14

個人 中央歯科クリニック 418-0063 富士宮市若の宮町２２７ 0544-26-1810 赤池　忍 赤池　忍
歯    矯歯    小
歯    歯外

H13.5.3

個人 寺西歯科医院 418-0026 富士宮市西小泉町３４－１ 0544-26-2803 寺西　誠治 寺西　誠治
歯    小歯    歯
外

S58.8.1

個人 富樫歯科医院 418-0021 富士宮市杉田３００－１６ 0544-24-5777 富樫　一郎 富樫　一郎
歯    小歯    歯
外

H23.4.1

個人 外神歯科医院 418-0006 富士宮市外神２２１８－１１ 0544-58-8886 瀬田　和美 瀬田　和美
歯    矯歯    小
歯    歯外

H13.4.21

個人 中澤歯科クリニック 418-0045 富士宮市中島町３６１－１ 0544-22-0648 中澤　康太 中澤　康太
歯    矯歯    小
歯    歯外

H16.6.17

個人 西町歯科クリニック 418-0042
富士宮市貴船町１－７　渡
辺ビル３階

0544-25-8148 遠藤　正樹 遠藤　正樹 歯      H13.6.19

個人 長谷川歯科クリニック 419-0317 富士宮市内房３１９５－１ 0544-65-1800 長谷川　義仁 長谷川　義仁 歯 H3.3.20

個人 パル佐野歯科医院 418-0041 富士宮市淀川町８－８ 0544-22-2227 佐野　邦彦 佐野　邦彦 歯      H6.6.1

個人 平田歯科医院 418-0073 富士宮市弓沢町２１３ 0544-26-3867 平田　一雄 平田　一雄
歯    矯歯    小
歯    歯外

S63.1.1

個人 ふかせ歯科医院 418-0056 富士宮市西町２８－７ 0544-24-8181 深瀬　修一 深瀬　修一
歯    小歯    歯
外

R2.5.1

個人 富士宮歯科医院 418-0071 富士宮市東阿幸地５８３ 0544-23-5050 竹川　繁 竹川　繁 歯      S55.1.15

個人 ホワイト歯科医院 418-0018 富士宮市粟倉南町１１２ 0544-26-0648 小長井　洋一 小長井　洋一 歯      S63.3.10

個人 みつ歯科クリニック 418-0022 富士宮市小泉１９６６－３ 0544-25-7777 青木　光徳 青木　光徳 歯    小歯 H25.3.28

個人 みむら歯科医院 418-0114 富士宮市下条７１－５ 0544-58-3811 三村　喜一郎 三村　喜一郎 歯      H12.7.17

個人 みやはら歯科医院 418-0005 富士宮市宮原３７７－１ 0544-25-4711 佐藤　隆宏 佐藤　隆宏
歯    矯歯    小
歯    歯外

H22.10.18

個人
MIYAHARA　DENTAL　
CLINIC

418-0005 富士宮市宮原１６６－１ 0544-55-1936 柏木　崇男 柏木　崇男
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.10.1

個人 村野歯科医院 419-0315 富士宮市長貫１１３１－５ 0544-65-0067 村野　雅彦 村野　雅彦 歯 S54.5.1

個人 森本歯科医院 418-0056 富士宮市西町５－７ 0544-26-3080 森本　達也 森本　達也 歯      H8.10.29

個人 安田歯科医院 418-0022 富士宮市小泉４０９－３ 0544-24-8010 安田　さやか 安田　さやか 歯 H25.4.15

個人 ゆざわ歯科 418-0001
富士宮市万野原新田字中
通３８９３－４

0544-22-5200 湯澤　典浩 湯澤　典浩 歯    小歯    H7.9.19

個人 米山歯科クリニック 418-0034 富士宮市黒田１９９－９ 0544-28-2000 米山　竜也 米山　竜也
歯    矯歯    小
歯

H20.7.15

個人 若林歯科クリニック 418-0075 富士宮市田中町１８５－６ 0544-25-2588 若林　正樹 若林　正樹 歯    歯外    H14.6.17

個人 和田歯科クリニック 418-0055 富士宮市宝町９－１７ 0544-23-3770 和田　邦彦 和田　邦彦 歯      H27.3.23
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

一般 富士市歯科医師会館 417-0061 富士市伝法字２８５０－３ 0545-53-5555
一般社団法人富
士市歯科医師会

太田　義隆 歯      S54.1.1

医療
秋庭歯科・矯正歯科ク
リニック

416-0944 富士市横割１－１９－１５ 0545-61-2198
医療法人社団Ｓｍｉ
ｌａｎｃｅＣａｒｅ

秋庭　正長
歯    矯歯    小
歯    歯外

H26.4.1

医療
医療法人社団井出歯
科医院

419-0204 富士市入山瀬２－３－７６ 0545-71-5725
医療法人社団井
出歯科医院

井出　明邦
歯    矯歯    小
歯  

S60.12.1

医療
医療法人桜樹会さくら
ぎ富士歯科

416-0944 富士市横割１－１７－３０ 0545-66-2321 医療法人桜樹会 加藤　園子 歯    歯外 R2.4.1

医療
医療法人社団幸人会よねやま
クリニックよねやま歯科

417-0001 富士市今泉１－１１－８ 0545-52-0275
医療法人社団幸
人会

米山　規子
歯    矯歯    小
歯    歯外

H19.1.1

医療 おおぶち歯科医院 417-0809 富士市中野２６６－８ 0545-35-7800
医療法人社団エー・
アール・ティ・エス 生田　泰之

歯    矯歯    小
歯    歯外

H18.6.1

医療 かだ歯科医院 417-0061 富士市伝法１０３８－３ 0545-30-6480
医療法人社団昭
陽会

渡邉　仁
歯    矯歯    小
歯    歯外

H21.2.13

医療 神谷歯科クリニック 417-0001
富士市今泉字茶ノ木平３９
８３－１４

0545-23-1616
医療法人社団神
谷歯科クリニック

神谷　隆裕
歯    矯歯    小
歯    歯外

H18.4.1

医療 木村歯科医院 417-0809 富士市中野６１６－２ 0545-36-1555
医療法人社団青
秀会

木村　東二
歯    小歯    歯
外    

H8.1.1

医療 斉藤歯科医院 417-0051 富士市吉原４－７－２２ 0545-53-1116
医療法人社団明
愛会

矢崎　勇匡
歯    矯歯    小
歯  

H16.10.1

医療 武田デンタルクリニック 416-0903 富士市松本３７２－８ 0545-67-3663 医療法人武真会 武田　純一
歯    矯歯    小
歯    歯外

R4.4.1

医療 西村歯科医院 416-0901 富士市岩本１０２－１ 0545-64-2211
医療法人社団元
氣会

西村　隆久
歯    矯歯    小
歯  

H27.4.1

医療 ひだまり歯科クリニック 417-0001 富士市今泉２－１０－１５ 0545-52-2222
医療法人社団Ｈｉｄ
ａｍａｒｉ

勝又　寛幸
歯    矯歯    小
歯    歯外

H29.5.1

医療 ビタミン歯科 417-0061 富士市伝法３０８７－２ 0545-55-0005
医療法人社団顕
正会

片倉　寿沙 歯    矯歯    H17.9.20

医療
ビタミン歯科八幡町診
療所

416-0911 富士市八幡町６－３ 0545-65-6100
医療法人社団顕
正会

平山　徳成 歯    矯歯    H21.3.19

医療
ビタミン歯科富士厚原
診療所

419-0201 富士市厚原７７５－１ 0545-73-2220
医療法人社団顕
正会

渡邉　弘子 歯    矯歯    H20.2.20

医療 水上歯科医院 416-0947 富士市宮下９７－８ 0545-60-2122
医療法人社団富
美会

水上　美郎
歯    矯歯    小
歯    歯外

H26.6.1

医療 みこと歯科 416-0934
富士市鮫島１１８－１０　イ
オンタウン富士南１階

0545-65-1617
医療法人社団　み
こと会

望月　尊
歯    矯歯    小
歯    歯外

H29.1.1

医療 メロディー歯科 417-0001 富士市今泉８－１６－３７ 0545-54-2100
医療法人社団顕
正会

鈴木　健大 歯    矯歯    H15.7.2

医療 望月歯科医院 421-3305 富士市岩渕９７０－２ 0545-81-2248
医療法人社団美
六会

望月　浩幸
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.11.1

個人 あおぞら歯科 416-0917 富士市元町１８－６ 0545-65-6777 西澤　隆 西澤　隆 歯    小歯 H20.4.3

個人 あおば歯科医院 416-0952 富士市青葉町３７７ 0545-64-7006 兼坂　秀一 兼坂　秀一 歯 R1.8.31

個人 秋庭歯科医院 421-3306 富士市中之郷１２２９－２ 0545-81-0121 秋庭　裕 秋庭　裕 歯 H13.5.25

個人
秋庭歯科矯正歯科医
院

417-0072 富士市浅間上町１３－４１ 0545-52-3712 秋庭　悟 秋庭　悟 歯    矯歯    H16.7.1

個人
秋庭歯科医院たごのう
ら

416-0933 富士市中丸１９６－８ 0545-60-6058 秋庭　成 秋庭　成 歯    小歯 H17.10.13

個人 秋元歯科医院 417-0052 富士市中央町２－１－１２ 0545-52-4809 秋元　隆宏 秋元　隆宏 歯      H13.1.1

個人 あきやま歯科 417-0809 富士市中野１７５－６ 0545-35-6800 秋山　順史 秋山　順史
歯    矯歯    小
歯    歯外

H14.7.11

個人
あつはら秋庭歯科クリ
ニック

419-0201 富士市厚原１３１９－１０ 0545-72-6707 秋庭　恵 秋庭　恵 歯      H11.11.15

個人 飯田歯科医院 416-0954 富士市本市場町７１８ 0545-64-5766 飯田　修 飯田　修
歯    小歯    歯
外  

S64.1.6

個人 石井歯科医院 417-0807 富士市神戸字島原１５－２ 0545-21-8888 石井　弘二 石井　弘二
歯    矯歯    小
歯    歯外

H2.12.1

個人 石塚歯科医院 417-0015 富士市鈴川町９－２８ 0545-32-1778 石塚　泰也 石塚　泰也 歯      S62.4.3

個人 庵原歯科医院 417-0001 富士市今泉１－１１－３６ 0545-52-5506 庵原　義明 庵原　義明
歯    矯歯    小
歯

R1.12.10

個人 植田歯科医院 417-0051 富士市吉原１－２－３ 0545-52-1204 植田　恵実 植田　恵実 歯      H18.6.18

個人 上野泰治歯科診療所 421-3303 富士市南松野２５３３ 0545-85-0300 上野　泰治 上野　泰治
歯    小歯    歯
外　

H19.9.20

個人 植松歯科医院 419-0203 富士市鷹岡本町２－１ 0545-71-8395 植松　義宣 植松　義宣 歯    小歯      S52.8.15

個人 植松秀紀歯科医院 416-0931 富士市蓼原６４－２ 0545-61-8148 植松　秀紀 植松　秀紀 歯      S59.10.1

【富士市】
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個人 遠藤歯科医院 416-0903 富士市松本１３７－１ 0545-63-3910 遠藤　裕康 遠藤　裕康 歯    小歯      S57.9.15

個人 大内歯科医院 416-0944 富士市横割１－５－７ 0545-60-3718 大内　仁之 大内　仁之
歯    矯歯    小
歯

H7.4.3

個人 太田歯科医院 416-0912 富士市加島町４－１ 0545-63-1312 太田　義隆 太田　義隆
歯    矯歯    小
歯    歯外

S59.4.15

個人 大松歯科医院 417-0048 富士市高島町２９ 0545-53-8170 大松　高 大松　高 歯      S52.10.15

個人 大村歯科医院 419-0203 富士市鷹岡本町３－４６ 0545-71-2714 大村　仂 大村　仂 歯      S45.12.17

個人 小川歯科医院 417-0073 富士市浅間本町６－１０ 0545-57-4793 小川　淳 小川　淳 歯      H10.8.20

個人 荻野歯科医院 417-0841 富士市富士岡１４６２ 0545-38-0107 荻野　俊彦 荻野　俊彦 歯      S57.11.15

個人 尾崎歯科医院 417-0015 富士市鈴川町６－６ 0545-33-0416 田坂　誠吾 田坂　誠吾 歯      H15.8.1

個人 尾崎歯科医院 421-3301 富士市北松野１８１７－５ 0545-85-2028 小川　貴雄 小川　貴雄 歯   R2.1.1

個人 小沢歯科医院 417-0058 富士市永田北町６－２１ 0545-57-6677 小澤　利雄 小澤　利雄
歯    矯歯    小
歯    歯外

H20.10.7

個人 小野歯科医院 417-0801 富士市大渕２８６３－３ 0545-36-1588 小野　恒光 小野　恒光 歯      H14.12.1

個人 貝通丸歯科 416-0933 富士市中丸３９７－１ 0545-61-2174 柳下　稔 柳下　稔 歯      H1.2.1

個人 影山歯科 416-0948 富士市森島４３４－３ 0545-64-6464 影山　基 影山　基 歯      H6.4.1

個人
かたおか矯正歯科医
院

417-0051 富士市吉原２－６－３ 0545-52-0321 片岡　護 片岡　護
歯    矯歯    小
歯  

S60.8.1

個人 片岡歯科医院 417-0001 富士市今泉２０５９－２０ 0545-51-5170 片岡　俊夫 片岡　俊夫
歯    矯歯    小
歯  

S54.1.1

個人 片岡歯科医院 417-0044 富士市高嶺町１０－３ 0545-52-5603 片岡　靖長 片岡　靖景 歯      S40.10.1

個人 加藤歯科医院 417-0816 富士市増川新町１２５ 0545-34-7777 加藤　孝 加藤　孝
歯    矯歯    小
歯   

H11.7.12

個人 加藤歯科医院 417-0041 富士市御幸町１３－６ 0545-53-7562 加藤　勉 加藤　勉 歯      S51.4.15

個人 加藤歯科医院 417-0847 富士市比奈１１７１－３ 0545-34-1117 加藤　登志江 加藤　登志江 歯      S40.1.1

個人
かわむら歯科クリニッ
ク

416-0907 富士市中島３１４－１ 0545-32-6000 川村　武寛 川村　武寛
歯    矯歯    小
歯    歯外

H28.3.9

個人 川村歯科医院 419-0202 富士市久沢２６３ 0545-71-3805 川村　和久 川村　和久 歯      H6.12.1

個人 きうち歯科医院 416-0908 富士市柚木３８３－６ 0545-32-8839 木内　宗明 木内　宗明
歯    矯歯    小
歯    歯外

H30.4.10

個人 菊池歯科医院 417-0847 富士市比奈１０８８－１ 0544-34-2991 菊池　一好 菊池　一好
歯    矯歯    小
歯  

S49.6.1

個人 桐戸歯科医院 419-0201 富士市厚原９３７－４３ 0545-71-2777 桐戸　眞佐雄 桐戸　眞佐雄 歯      S54.1.1

個人 久保田歯科医院 416-0909 富士市松岡９９１ 0545-61-0935 久保田　裕子 久保田　裕子
歯    矯歯    小
歯  

H6.6.16

個人 窪田歯科医院 417-0851 富士市富士見台６－３－２ 0545-21-8773 窪田　一彦 窪田　一彦
歯    矯歯    小
歯  

H2.2.1

個人
KEIOデンタルクリニッ
ク

416-0951 富士市米之宮町１２－３ 0545-66-5000 鈴木　一成 鈴木　一成
歯    矯歯    小
歯    歯外

H18.12.28

個人 小池歯科医院 417-0862 富士市石坂８４－３ 0545-51-5600 小池　裕史 小池　裕史
歯    矯歯    小
歯  

H5.5.15

個人 幸治デンタルクリニック 419-0204 富士市入山瀬９３３－１ 0545-72-2648 幸治　亮 幸治　亮 歯      H15.6.4

個人 こぐれ歯科クリニック 419-0201 富士市厚原１４２７－２１ 0545-71-6683 木暮　昌卓 木暮　昌卓 歯    小歯 R2.10.1

個人 コスモ歯科医院 417-0801 富士市大渕１７４－１６ 0545-21-0102 北條　正太郎 北條　正太郎
歯    矯歯    小
歯  

S62.3.1

個人 小塚歯科医院 417-0826 富士市中里１１４２－２ 0545-34-0118 小塚　昌宏 小塚　昌宏 歯      H30.3.12

個人 ごとう歯科 416-0907 富士市中島４９６－５ 0545-60-5775 後藤　宏徳 後藤　宏徳 歯    小歯      H7.9.1

個人 後藤歯科医院 417-0051 富士市吉原４－９－１３ 0545-52-0834 後藤　恭徳 後藤　恭徳 歯      H18.7.1

個人 このはな歯科 417-0811 富士市江尾１５５－１ 0545-34-5087 増田　美樹子 増田　美樹子
歯    矯歯    小
歯

H30.3.8

個人 小林歯科医院 416-0931 富士市蓼原２０７－１１ 0545-66-4182 小林　英樹 小林　英樹
歯    小歯    歯
外　

H28.3.11

個人
小山矯正歯科クリニッ
ク

416-0917 富士市元町１９－１ 0545-63-7771 小山　哲 小山　哲 矯歯      S59.3.1
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個人 近藤歯科医院 416-0916 富士市平垣１４０－２ 0545-64-4440 近藤　正明 近藤　正明 歯      S59.6.1

個人 斉藤歯科医院 417-0808 富士市一色２１０－１ 0545-21-0185 齋藤　充良 齋藤　充良 歯      S52.12.7

個人 坂田歯科医院 417-0061 富士市伝法２６４６－１ 0545-52-7401 坂田　貴彦 坂田　貴彦 歯      S60.11.19

個人
三仁会　鈴木歯科医
院

419-0202 富士市久沢５４３ 0545-71-0648 鈴木　計将 鈴木　計将 歯      S59.8.15

個人 志田歯科医院 416-0909 富士市松岡１３５９－２ 0545-63-7755 志田　剛 志田　剛 歯    小歯      S62.4.1

個人 清水歯科 416-0912 富士市加島町２－１２ 0545-64-2902 清水　喜一郎 清水　喜一郎 歯    小歯      S51.4.20

個人 しん歯科医院 417-0808 富士市一色７１８－１ 0545-22-1570 佐野　信彦 佐野　信彦 歯    小歯      H6.10.1

個人 杉山歯科クリニック 417-0022 富士市依田原町３－２ 0545-51-5120 杉山　壽 杉山　壽
歯    矯歯    小
歯    歯外

S63.10.15

個人 鈴川鈴木歯科医院 417-0011 富士市鈴川本町８－１４ 0545-33-0059 鈴木　光紀 鈴木　光紀 歯      S47.7.1

個人 鈴木歯科医院 417-0847 富士市比奈１４９６－２ 0545-34-0149 鈴木　雅博 鈴木　雅博
歯    矯歯    小
歯

H2.1.1

個人 鈴木歯科医院 417-0051 富士市吉原４－１８－９ 0545-52-0876 鈴木　征一 鈴木　征一 歯      S21.2.1

個人 鈴木歯科クリニック 416-0909 富士市松岡３６２－５ 0545-64-5455 鈴木　智昭 鈴木　智昭
歯    矯歯    小
歯    歯外

S63.2.1

個人 鈴原歯科医院 417-0826 富士市中里２５５６－４ 0545-32-0606 鈴木　聡 鈴木　聡 歯    矯歯      H17.1.11

個人 鈴福歯科医院 417-0852 富士市原田４０１－８ 0545-53-0130 鈴木　康弘 鈴木　康弘 歯      S58.6.1

個人 大塔歯科クリニック 416-0909 富士市松岡３４６－５ 0545-63-6363 大塔　初 大塔　初
歯    矯歯    小
歯    歯外

S58.6.1

個人 立花歯科医院 421-3305 富士市岩渕７６３－１ 0545-81-0057 立花　忍 立花　忍 歯 H5.1.1

個人 田辺歯科医院 417-0055 富士市永田町１－９０ 0545-52-0300 田辺　雅啓 田辺　雅啓 歯    小歯      S41.12.1

個人 千葉歯科クリニック 419-0201
富士市厚原１１９　アクロ
スプラザ富士厚原

0545-30-9479 千葉　朋義 千葉　朋義
歯    小歯    歯
外  

H26.7.1

個人 土屋歯科医院 417-0826 富士市中里２４７－２０ 0545-38-2832 土屋　英久 土屋　英久 歯    小歯      S62.10.15

個人 てんま歯科 419-0205 富士市天間５３５－１５ 0545-73-1418 鈴木　親良 鈴木　親良 歯    小歯      H15.3.3

個人 東海歯科医院 417-0047 富士市青島町１７４－１ 0545-53-1147 渡辺　恵子 渡辺　恵子 歯      H21.9.25

個人 塔の木歯科医院 416-0931 富士市蓼原２２ 0545-61-1184 植松　正孝 植松　正孝
歯    小歯    歯
外  

H4.3.1

個人 図書館前歯科 417-0052 富士市中央町３－９－２８ 0545-55-1050 臼井　五郎 臼井　五郎 歯      H10.11.5

個人 中澤歯科医院 416-0945 富士市宮島１１２－２ 0545-60-6480 中澤　啓介 中澤　啓介
歯    矯歯    小
歯    歯外

H11.10.18

個人 はじめ歯科 416-0945 富士市宮島９８３－２ 0545-65-8811 望月　啓 望月　啓 歯 H17.5.2

個人 はせがわ歯科医院 416-0901 富士市岩本１３２-１５ 0545-65-6600 長谷川　幸生 長谷川　幸生
歯    矯歯    歯
外

H28.12.12

個人 長谷川歯科医院 416-0906 富士市本市場１５８－１ 0545-61-0529 長谷川　英生 長谷川　英生 歯    小歯      H31.2.8

個人 ヒロ歯科医院 417-0801 富士市大渕３１１９－１１ 0545-35-6480 堀池　豊博 堀池　豊博 歯    小歯      S62.10.1

個人 富士根歯科医院 419-0205 富士市天間１３２１－１ 0545-71-5765 佐野　勇基 佐野　勇基
歯    小歯    歯
外  

H28.1.1

個人 北條歯科医院 416-0944 富士市横割６－９－３９ 0545-61-3768 北條　秀美 北條　秀美 歯      S56.1.1

個人 ホシナ歯科クリニック 416-0907 富士市中島４５８－７ 0545-62-1177 保科　友康 保科　友康 歯      H1.5.15

個人 マキノ歯科医院 419-0201 富士市厚原５９４－２ 0545-71-6432 槇野　恵司 槇野　恵司 歯      S53.6.1

個人 マコト歯科医院 416-0921 富士市水戸島２－２３－５ 0545-65-2515 五十嵐　誠 五十嵐　誠 歯    小歯      H8.7.17

個人 松おか歯科 416-0909 富士市松岡１５４２－１ 0545-62-1139 古川　貴章 古川　貴章
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.1.1

個人 みうら歯科クリニック 417-0061 富士市伝法２７３５ 0545-51-4848 三浦　喜宏 三浦　喜宏
歯    矯歯    小
歯  

H19.11.14

個人 宮本歯科 416-0915 富士市富士町１４－３ 0545-61-6464 宮本　晃宏 宮本　晃宏
歯    矯歯    小
歯    歯外

S63.1.1

個人
むらかみ歯科クリニッ
ク

417-0056 富士市日乃出町１３９ 0545-51-1051 村上　和也 村上　和也
歯    矯歯    小
歯

R2.1.1
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個人 望月歯科医院 417-0807 富士市神戸７３６－１ 0545-21-7112 望月　勝仁 望月　勝仁
歯    矯歯    小
歯

H14.3.17

個人 望月歯科クリニック 416-0921 富士市水戸島１１０－５ 0545-62-0901 望月　雅敏 望月　雅敏
歯    矯歯    小
歯  

H1.4.1

個人 元町歯科医院 416-0917 富士市元町１２－２７ 0545-61-8885 金剌　宏泰 金剌　宏泰 歯    小歯 S62.10.1

個人 やしき歯科医院 417-0055 富士市永田町２－２８－２ 0545-54-1108 屋鋪　暢彦 屋鋪　暢彦
歯    矯歯    小
歯  

H12.3.17

個人
やまざき歯科クリニッ
ク

416-0955 富士市川成新町２７３ 0545-63-4618 山﨑　敏孝 山﨑　敏孝 歯    小歯      H14.5.1

個人 吉田歯科医院 416-0945 富士市宮島８１８－６ 0545-64-2605 吉田　隆温 吉田　隆温 歯    小歯      S56.8.1

個人 吉田歯科クリニック 416-0915 富士市富士町１６－１８ 0545-64-6066 吉田　高稔 吉田　高稔
歯    矯歯    小
歯    歯外

S63.5.15

個人 よしの歯科医院 417-0045 富士市錦町１－１５－２５ 0545-57-1188 吉野　将一郎 吉野　将一郎
歯    矯歯    小
歯  

H9.5.14

個人 吉原歯科医院 417-0071 富士市国久保３－２－１０ 0545-51-0345 子上　克巳 子上　克巳 歯      S58.5.1

個人 若月歯科医院 416-0915 富士市富士町７－１３ 0545-64-3875 若月　信彦 若月　信彦
歯    矯歯    小
歯    歯外

S54.5.1

個人 和田歯科クリニック 416-0913 富士市平垣本町６－４１ 0545-64-6664 和田　寿夫 和田　寿夫 歯      H1.8.14

個人 渡井デンタルクリニック 416-0946 富士市五貫島７８－２ 0545-64-3400 渡井　敏章 渡井　敏章 歯    矯歯 H24.7.12

個人 渡辺矯正歯科医院 417-0061 富士市伝法２８２０－３ 0545-57-5123 渡邉　清和 渡邉　清和 歯    矯歯    H7.10.19

個人 渡辺歯科医院 419-0202 富士市久沢２２９－１ 0545-71-6600 渡邉　久徳 渡邉　久徳 歯      S48.11.1
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６．静岡市保健所

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

市町
静岡市障害者歯科保
健センター

420-0846 静岡市葵区城東町２４－１ 054-249-3147 静岡市 服部　清 歯    小歯 H17.5.19

一般
一般社団法人静岡市静岡歯
科医師会救急歯科センター

420-0846 静岡市葵区城東町２４－１ 054-288-1199
一般社団静岡市
静岡歯科医師会

片山　貴之 歯 H27.4.1

医療
IPソリューション　三共
歯科

420-0857
静岡市葵区御幸町１１－３０　エ
クセルワード静岡ビル地下１階 054-221-7010

医療法人社団　広
順会

澤　裕一郎 歯 H27.5.1

医療 麻生歯科クリニック 420-0823
静岡市葵区春日二丁目１
２－５　A・S・Oビル

054-275-0520
医療法人社団 ワ
ンアンドオンリー

麻生　幸男 歯 H19.1.1

医療 アヒルの子歯科 420-0804
静岡市葵区竜南１－１１－
３４

054-246-2222
医療法人社団　コ
ロムビア会

大金　英美
歯    小歯    矯
歯

H20.11.1

医療 今村歯科医院 420-0065
静岡市葵区新通二丁目１
番２０号

054-253-0543
医療法人社団今
村歯科医院

今村　光弘 歯 R3.11.1

医療
医療法人社団SCDC　
静岡歯科

420-0853
静岡市葵区追手町２－１５　
MRK追手町３階

054-252-8148
医療法人社団ＳＣ
ＤＣ

早川　好昭
歯    小歯    矯
歯    歯外

H27.4.1

医療
医療法人社団SCDC　静
岡歯科　東急スクエア

420-0858
静岡市葵区伝馬町６－１　
５階

054-252-8149
医療法人社団ＳＣ
ＤＣ

戸田　紀章 歯    歯外 H29.11.16

医療
医療法人社団直心会　
柴田歯科医院

420-0068 静岡市葵区田町２－３７ 054-253-2244
医療法人社団　直
心会

柴田　直樹 歯 H17.8.5

医療
OMFサージテック三共
歯科

420-0858
静岡市葵区伝馬町２１－１３　三
共トラストビル２F 054-266-5971

医療法人社団　広
順会

鳥居　亮麿
歯    小歯    歯
外

H28.6.10

医療 太田歯科クリニック 420-0882
静岡市葵区安東２－２１－
２３

054-247-0505
医療法人社団　太
田歯科クリニック

太田　一伸
歯    小歯    矯
歯    歯外

H19.7.1

医療 おぎ原歯科医院 420-0035
静岡市葵区七間町１３－１
０　アトランタビル２階

054-252-4897
医療法人社団　弘
英会

荻原　正也
歯    小歯    歯
外

H14.5.3

医療 音羽歯科クリニック 420-0834
静岡市葵区音羽町２０－１
２

054-251-3011
医療法人社団　仁
静会

山田　雅夫
歯    小歯    歯
外

H14.1.18

医療 かみや歯科 420-0839
静岡市葵区鷹匠３－１８－
４

054-209-1188
医療法人社団デン
トブラン

神谷　欽也
歯    小歯    矯
歯

H26.11.1

医療 片山歯科クリニック 420-0839
静岡市葵区鷹匠一丁目１－１　
新静岡セノバ５階 054-271-8228

医療法人社団　片
山歯科クリニック

片山　貴之 歯    歯外 H23.10.5

医療 コスモ歯科 420-0831
静岡市葵区水落町１７－１
７

054-200-3500
医療法人社団顕
正会

大西　史朗 歯    矯歯 R2.8.1

医療
こども矯正歯科クリ
ニック

420-0804
静岡市葵区竜南一丁目１
８－２７

054-248-8759
医療法人社団コロ
ムビア会

塩田　亜梨沙 小歯    矯歯 H26.9.15

医療 是永歯科医院 420-0035 静岡市葵区上石町５－６ 054-252-4581
医療法人社団　慈
照会

是永　俊晴 歯

医療
サン・デンタル・クリ
ニック

420-0801
静岡市葵区東千代田三丁
目８－３７

054-263-1488 医療法人真心会 蒔田　健司 歯    歯外 H28.8.1

医療
静岡駅前歯科クリニッ
ク

420-0857
静岡市葵区御幸町６－１１
－５Ｆ

054-251-8400
医療法人社団ＳＳ
ＤＣ

望月　篤
歯    小歯    矯
歯    歯外

H28.4.1

医療 静岡デンタルオフィス 420-0857
静岡市葵区御幸町３－２１　ペガ
サート地下１階　区画NO.B02-a 054-260-6912

医療法人社団ＡＱ
ＵＡ

森本　敬太
歯    矯歯    歯
外

H27.9.1

医療
静岡両替町歯科クリ
ニック

420-0032
静岡市葵区両替町一丁目６
－６　３階 054-251-0770

医療法人社団　幸
のめばえ

犬山　美香子 歯 H29.6.1

医療 七間町歯科クリニック 420-0035
静岡市葵区七間町１８－１　
PIVOT静岡１階

医療法人社団Ｍａ
ｈａｌｏ会

大箸　亘
歯  　矯歯    
小歯    歯外

R1.5.1

医療 杉山歯科医院 420-0804
静岡市葵区竜南３－１６－
２５

054-209-1155
医療法人社団　和
永会

杉山　和孝
歯    小歯    歯
外

医療 チワタ歯科医院 420-0031
静岡市葵区呉服町２－１
－３

054-252-5410
医療法人社団　チ
ワタ歯科医院

千綿　一郎 歯

医療
東京プラス歯科　矯正歯
科　しずおかえきまえ

420-0031
静岡市葵区呉服町二丁目８－１　
アイランドプラザビル４階 054-270-7723

医療法人社団友
伸會

生駒　吉彦
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.2.25

医療 トリス歯科 420-0035
静岡市葵区七間町３－４　
七間町ハイム３F

054-255-0703
医療法人社団　誠
慶会

鳥巣　慶一
歯    小歯    矯
歯    歯外

医療 ニシナ歯科医院 420-0068
静岡市葵区田町一丁目１
－３

054-252-7409
医療法人社団　ニ
シナ歯科医院

塩谷　典子
歯    小歯    矯
歯

H26.4.1

医療 パ－ル歯科 420-0913
静岡市葵区瀬名川１－３１
－３３

054-262-4433
医療法人社団　英
進会

鈴木　英之
歯    小歯    矯
歯    歯外

H1.9.1

医療 フカワ矯正歯科医院 420-0857
静岡市葵区御幸町８－１　
ダイヤビル２Ｆ

054-255-8533
医療法人社団　清
峰会

府川　彰久 歯    矯歯

医療 フレンド歯科 420-0915
静岡市葵区南瀬名町４－
２０

054-263-8832
医療法人社団　雅
会

山崎　雅光
歯    小歯    矯
歯

医療 牧野歯科医院 420-0873 静岡市葵区篭上１１－１ 054-251-7522
医療法人社団　牧
野歯科医院

牧野　修
歯    小歯    矯
歯    歯外

医療 森本歯科クリニック 420-0882
静岡市葵区安東２－７－１
３

054-200-3838
医療法人社団 健
腎会

森本　優 歯    小歯 H19.3.26

医療 八木歯科 420-0858 静岡市葵区伝馬町３－１ 054-251-4151
医療法人社団　孝
幸会

八木　元彦 歯

医療
わたなべ歯科クリニッ
ク

420-0941
静岡市葵区松富２－１－５
６

054-271-2711
医療法人社団　松
金会

渡邉　信介 歯 H14.5.3

【静岡市葵区】
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 あおい歯科 420-0804
静岡市葵区竜南一丁目６
－２５

054-249-6480 渡邉　剛士 渡邉　剛士
歯    小歯    矯
歯

H29.4.1

個人 あおば歯科クリニック 420-0844 静岡市葵区緑町７－１８ 054-209-1110 大村　宗久 大村　宗久
歯    小歯    矯
歯    歯外

H21.9.28

個人 赤堀歯科医院 420-0905
静岡市葵区南沼上２－１３
－１

054-263-7858 赤堀　政見 赤堀　政見
歯    小歯    矯
歯

個人 麻機歯科 420-0961
静岡市葵区北一丁目３－
１

054-247-7108 坂本　真実 坂本　真実 歯   小歯 R4.3.1

個人 石上歯科医院 421-1215
静岡市葵区羽鳥４－４－３
１

054-278-1000 石上　英昭 石上　英昭 歯 S48.4.20

個人 一心堂歯科 420-0001
静岡市葵区井宮町１０２－
４

054-271-4570 岩本　満千子 岩本　満千子 歯

個人 いのうえ歯科 420-0866
静岡市葵区西草深町３５
－１７

054-294-8020 井上　実 井上　実
歯    小歯    歯
外

H31.4.3

個人 うちの歯科クリニック 420-0042
静岡市葵区駒形通三丁目
２－９

054-253-5253 内野　大輔 内野　大輔 歯　　小歯 H17.7.8

個人 エイセイ歯科 420-0832 静岡市葵区横内町３５ 054-254-7110 高木　正生 高木　正生 歯 H30.12.28

個人
Ｎデンタルオフィス　ホ
ワイトエッセンス静岡

420-0031
静岡市葵区呉服町二丁目８－９　
アクロス辻源ビル３階 054-252-6565 太田　直子 太田　直子 歯 H26.3.13

個人 エルム歯科 421-1213
静岡市葵区山崎１－２５－
３２

054-278-3131 小島　清 小島　清 歯    小歯

個人
エンゼル矯正歯科・小
児歯科クリニック

420-0852
静岡市葵区紺屋町１－３　
岩久ビル３Ｆ

054-221-5811 杉本　敬昭 杉本　敬昭
小歯    矯歯    
歯

個人 大石歯科医院 420-0841
静岡市葵区上足洗４－４
－５－２

054-245-2777 大石　勝敏 大石　勝敏 歯

個人 大石歯科医院 420-0852
静岡市葵区紺屋町６－１０　
大石ビル

054-252-0805 大石　達也 大石　達也 歯 H15.1.1

個人 歯科大久保医院 420-0032
静岡市葵区両替町２－６
－３

054-252-3243 大久保　満男 大久保　満男 歯 H1.7.28

個人 大畑歯科医院 420-0031
静岡市葵区呉服町二丁目
７　静専ビル４階

054-252-0738 橘　継国 橘　菜々子 歯 R3.7.1

個人 大村歯科医院 420-0873 静岡市葵区篭上５－２ 054-271-3397 大村　淳 大村　淳 歯

個人 おきつ歯科医院 421-1201 静岡市葵区新間１０５３ 054-278-7800 興津　正豊 興津　正豊 歯    矯歯 H1.4.5

個人 尾崎歯科医院 420-0005 静岡市葵区北番町９０ 054-271-5430 尾﨑　元紀 尾﨑　元紀 歯

個人 小澤歯科医院 420-0034
静岡市葵区常磐町２－５
－７

054-252-1803 小澤　照雄 小澤　照雄 歯 H19.7.3

個人 かたやま矯正歯科 420-0031
静岡市葵区呉服町２－２
－１４

054-221-8818 片山  綱 片山  綱 矯歯

個人 可知歯科医院 420-0866
静岡市葵区西草深町３１
－１３

054-245-4620 可知　一郎 可知　一郎 歯 H11.8.9

個人 勝田歯科医院 420-0824 静岡市葵区春日町１３ 054-246-8644 勝田　禎尚 勝田　禎尚 歯 H11.9.12

個人 桂歯科クリニック 420-0074 静岡市葵区四番町２－１０ 054-272-3774 池ノ谷　修 池ノ谷　修 歯    矯歯 H9.1.27

個人 川口歯科医院 420-0853 静岡市葵区追手町２－１６ 054-252-3676 川口　眞司 川口　眞司
歯    小歯    矯
歯

H25.7.8

個人
かわした歯科クリニッ
ク

420-0839
静岡市葵区鷹匠一丁目３
－１１

054-250-0118 川下　亜紀 川下　亜紀
歯    小歯    矯
歯    歯外

H17.5.9

個人 かわもり歯科 420-0803
静岡市葵区千代田１－１５
－３４

054-247-5990 河森　謙一 河森　謙一
歯    小歯    矯
歯    歯外

H23.1.14

個人 河村歯科医院 420-0022 静岡市葵区車町５２ 054-252-4688 河村　忠彦 河村　忠彦
歯    小歯    矯
歯

個人
北安東ふじもと歯科医
院

420-0881
静岡市葵区北安東三丁目
２３－４

054-207-7507 藤本　浩輔 藤本　浩輔
歯    矯歯    小
歯    歯外

H31.4.1

個人 きたじま歯科医院 420-0943
静岡市葵区上伝馬１２－３
０

054-271-1180 北島　俊秀 北島　俊秀 歯    小歯

個人 きゆみ歯科クリニック 420-0071
静岡市葵区一番町６９　ア
ンダンテ１９　１階

054-260-6260 大石　貴弓 大石　貴弓 歯    小歯 H30.3.3

個人 クリスタル歯科 420-0944
静岡市葵区新伝馬３－３
－７

054-253-6666 安田　昌道 安田　昌道 歯

個人 くりやま歯科 420-0886
静岡市葵区大岩４－２４－
１

054-246-4554 栗山　直子 栗山　直子
歯    小歯    矯
歯

個人
敬天堂歯科呉服町クリ
ニック

420-0031
静岡市葵区呉服町１－４
－６

054-255-5125 蒔田　眞人 蒔田　眞人
歯    小歯    矯
歯    歯外

個人 五井歯科医院 420-0812
静岡市葵区古庄３－１９－
３４

054-261-8501 五井  卓 五井  卓 歯    小歯

個人 小出歯科医院 420-0845 静岡市葵区太田町４３ 054-245-1947 小出　康雄 小出　康雄 歯 S64.1.1

個人
高良歯科　小児歯科
医院

420-0913
静岡市葵区瀬名川一丁目２１－
１７　サンクレストビル１Ｆ 054-655-7400 髙良　一之 髙良　一之 歯　小歯 H25.9.19
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個人 小菅矯正歯科 420-0853
静岡市葵区追手町２－２０　
コハラビル追手町２Ｆ

054-254-8241 小菅　尚規 小菅　尚規 矯歯

個人 このは歯科医院 420-0831
静岡市葵区呉服町一丁目
１－１４

054-273-1010 幡野　紘樹 幡野　紘樹
歯    矯歯    小
歯

H31.3.1

個人 小林歯科医院 420-0032
静岡市葵区両替町２－４
－２　小林ビル４F

054-272-6480 小林　寛子 小林　寛子 歯

個人 近藤矯正歯科医院 420-0031
静岡市葵区呉服町二丁目６－１０　
レイアップ呉服町ビル　４F　 054-251-5878 近藤　智明 近藤　智明 矯歯 H30.9.26

個人 こんどう歯科医院 420-0881
静岡市葵区北安東四丁目
３１－５

054-249-3077 近藤　匡晴 近藤　匡晴 歯 R2.12.11

個人 酒詰歯科医院 421-1314
静岡市葵区大原１００２－
１

054-270-1914 酒詰　泉 酒詰　泉 歯

個人 坂本歯科医院 420-0851 静岡市葵区黒金町４９ 054-254-2074 坂本　豊史 坂本　豊史 歯

個人 佐藤歯科医院 421-1215
静岡市葵区羽鳥３－２４－
３１

054-278-5336 佐藤　方英 佐藤　方英 歯

個人 佐藤歯科クリニック 420-0871
静岡市葵区昭府２－６－１
７

054-272-8214 佐藤　仁裕 佐藤　仁裕 歯

個人 佐野歯科医院 421-2114
静岡市葵区安倍口新田５
４７－１

054-296-2233 佐野　隆久 佐野　隆久 歯

個人 清水歯科医院 420-0841
静岡市葵区上足洗２－８
－３７

054-209-5655 清水　悟史 清水　悟史
歯    矯歯    小
歯    歯外

個人 清水歯科医院 420-0839
静岡市葵区鷹匠２－１－２
０　黒柳ビル

054-221-7144 清水　雅子 清水　雅子 歯　　小歯 H16.12.14

個人 下村歯科医院 420-0062
静岡市葵区上新富町５－
６

054-252-4843 下村　章 下村　章
歯    小歯    矯
歯

H1.6.23

個人
城北公園歯科・口腔外
科クリニック

420-0861
静岡市葵区丸山町１２　メ
ゾン・ド・ブランシェ１０１

054-340-3696 竹信　保尚 竹信　保尚 歯    歯外 H19.10.17

個人
すえのぶクローバー歯
科医院

420-0911
静岡市葵区瀬名一丁目１
４－３

054-294-8383 末延　慎司 末延　慎司
歯    小歯    歯
外    矯歯

H25.3.14

個人 すえひろ歯科 420-0005 静岡市葵区北番町１０ 054-204-1280 大村　敦士 大村　敦士 歯    小歯 R2.4.8

個人 杉本歯科医院 420-0816 静岡市葵区沓谷５－６－３ 054-261-1758 杉本　光隆 杉本　光隆 歯

個人 スズカケ歯科 420-0846 静岡市葵区城東町２９－１ 054-248-6474 福屋　武則 福屋　武則 歯 H23.11.3

個人 鈴木歯科医院 420-0041 静岡市葵区双葉町９－５ 054-253-6663 鈴木　尚 鈴木　尚 歯

個人 鈴木歯科医院 420-0812 静岡市葵区古庄４－３－９ 054-261-0815 鈴木　晶三 鈴木　晶三 歯

個人
スマイル歯科クリニッ
ク

420-0934 静岡市葵区岳美９－２３ 054-245-2044 吉田　博美 吉田　博美 歯

個人 住建ビル歯科 420-0858
静岡市葵区伝馬町２４－２　レ
オパレスビル静岡ビル４階 054-255-0759 横山　和駿 横山　和駿 歯    矯歯 H17.6.2

個人 セキネ歯科クリニック 420-0882 静岡市葵区安東１－７－３ 054-209-5115 関根　鎮 関根　鎮 歯    小歯

個人 曽根歯科医院 420-0873 静岡市葵区篭上９－２１ 054-253-4618 曽根　和伸 曽根　和伸 歯 H1.6.5

個人 第一歯科診療室 420-0857
静岡市葵区御幸町４－２　
ポワソンビル５Ｆ

054-272-1351 萩野　富男 萩野　富男
歯    小歯    歯
外

個人 高橋歯科医院 421-2114
静岡市葵区安倍口新田６
８－３

054-296-6302 高橋　和美 高橋　和美
歯    小歯    矯
歯

個人 たかはし歯科医院 420-0061
静岡市葵区新富町６－５
－７

054-252-4184 高橋　冨代 高橋　冨代
歯    小歯    矯
歯

個人 高橋歯科クリニック 420-0876 静岡市葵区平和３－３－１ 054-273-6480 高橋　幸司 高橋　幸司
歯    小歯    矯
歯

個人 高林歯科医院 420-0839
静岡市葵区鷹匠２－１１－
１１

054-253-7446 高林　俊行 高林　俊行 歯

個人 竹下歯科医院 420-0035 静岡市葵区七間町１５－１ 054-253-4244 竹下　伸彦 竹下　伸彦 歯 H16.12.17

個人 たなか歯科医院 420-0025 静岡市葵区金座町４７－１ 054-255-5058 田中　清 田中　清 歯

個人 田中歯科医院 420-0841
静岡市葵区上足洗一丁目
１－３４

054-245-4503 田中　利昭 田中　利昭
歯    矯歯    小
歯

R3.1.16

個人 塚田歯科医院 420-0018
静岡市葵区土太夫町１７
－１　さくらビル

054-271-5511 塚田　光弥 塚田　光弥 歯

個人 つかもと歯科 420-0821
静岡市葵区柚木９０－９　
MSビル2階

054-262-9911 塚本　幸志郎 塚本　幸志郎 歯    小歯 H17.5.2

個人 土屋歯科医院 420-0803
静岡市葵区千代田七丁目
９－３８

054-263-6305 土屋　昌弘 土屋　昌弘
歯    小歯  　
歯外

R2.4.1

個人
ｄｅｎｔａｌ　ｏｆｆｉｃｅ　ｋｏｍ
ｕｋａｉ

420-0865
静岡市葵区東草深町２１
－３

054-209-1333 小武海　裕樹 小武海　裕樹 歯    小歯 H20.11.30

個人 てんま歯科 420-0858
静岡市葵区伝馬町１６－９　
１Ｆ

054-253-5572 中村　好明 中村　好明 歯
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個人 遠山歯科医院 420-0039 静岡市葵区上石町７－３ 054-252-5395 遠山　孝之 遠山　孝之 歯    小歯 H13.1.1

個人 戸塚歯科医院 420-0064 静岡市葵区本通１－３－２ 054-253-1038 戸塚　静枝 戸塚　静枝 歯

個人 トヨタ歯科医院 420-0916
静岡市葵区瀬名中央４－
７－１５　モンレーブ瀬名

054-264-2244 豊田　和茂 豊田　和茂
歯    矯歯    小
歯

個人 鳥居歯科医院 420-0882
静岡市葵区安東１－２３－
２

054-247-2966 鳥居　建吾 鳥居　建吾 歯    小歯 H1.4.1

個人 Torii Dental Office 420-0886
静岡市葵区大岩三丁目５
－１４

054-374-1427 鳥居　亮麿 鳥居　亮麿
歯    矯歯    歯
外

R3.10.8

個人 なお歯科医院 420-0813
静岡市葵区長沼二丁目１
５－１３

054-295-9907 渋谷　直志 渋谷　直志 歯    小歯 H24.11.13

個人 長井歯科口腔外科 420-0916
静岡市葵区瀬名中央４－
５－６５

054-267-2221 長井　昭彦 長井　昭彦 歯    歯外

個人 永田歯科医院 420-0061
静岡市葵区新富町３－３４
－３

054-254-6730 永田　康文 永田　康文 歯    小歯 S59.4.24

個人 中舘歯科診療所 420-0065
静岡市葵区新通１－８－１
８

054-254-6612 中舘　正芳 中舘　正芳 歯 H25.4.1

個人 中町歯科医院 420-0024
静岡市葵区中町７－２　沢
野ビル２Ｆ

054-254-7787 河村　篤慶 河村　篤慶 歯 H15.1.1

個人 長沼歯科クリニック 420-0813
静岡市葵区長沼２－１４－
３

054-265-5303 佐川　明夫 佐川　明夫 歯 H18.8.31

個人 仲野歯科医院 420-0805 静岡市葵区城北２－３－７ 054-247-0461 仲野　悦子 仲野　悦子 歯

個人 ながの歯科医院 421-1311 静岡市葵区富沢３６９ 054-270-1919 永野　哲弘 永野　哲弘 歯 S63.5.6

個人 根本歯科医院 420-0816
静岡市葵区沓谷５－１３－
５

054-208-1991 根本　康秀 根本　康秀
歯    小歯    矯
歯

個人 のなか歯科医院 420-0961 静岡市葵区北５－２７－５ 054-247-5580 野中　修一 野中　修一 歯

個人 八田歯科医院 420-0005
静岡市葵区北番町１４２－
３

054-255-1245 八田　健一 八田　健一
歯    小歯    矯
歯

S63.2.24

個人 はらき歯科医院 420-0911
静岡市葵区瀬名５－１５－
８

054-265-1212 原木　康行 原木　康行 歯

個人 久永歯科医院 420-0834
静岡市葵区音羽町２３－１
３

054-272-8148 久永　治樹 久永　治樹 歯    小歯

個人 ひだまり歯科 420-0008 静岡市葵区水道町８３－１ 054-269-6266 小柴　裕二 小柴　裕二
歯　  矯歯    
小歯    歯外

H27.3.6

個人 フタバ歯科 420-0803
静岡市葵区千代田４－３
－１９

054-245-9898 山田　保明 山田　保明 歯    小歯

個人 ブライフ矯正歯科 420-0031
静岡市葵区呉服町一丁目３
０　札の辻クロス２Ｆ 054-273-2587 平塚　泰三 平塚　泰三 矯歯 R3.11.1

個人 保住歯科医院 420-0923
静岡市葵区川合一丁目９
－１４

054-261-0835 岡尾　佳子 岡尾　佳子 歯 H18.1.4

個人 ほり歯科医院 420-0944
静岡市葵区新伝馬１丁目
４－５０

054-653-2323 堀　芳弘 堀　芳弘 歯    小歯 H16.3.19

個人
マルサン歯科クリニッ
ク

420-0064 静岡市葵区本通５－２－２ 054-254-0303 山本　理恵子 山本　理恵子 歯

個人 溝口歯科医院 420-0881
静岡市葵区北安東４－１
－１８

054-246-5735 溝口　裕己 溝口　裕己 歯 H24.11.11

個人 溝口歯科クリニック 420-0812
静岡市葵区古庄２－１５－
２４

054-208-6480 溝口　岳士 溝口　岳士
歯    小歯    矯
歯

H16.9.3

個人 ミツモト歯科医院 420-0053
静岡市葵区弥勒２－６－１
０

054-251-2101 三本　顕一 三本　顕一 歯 S63.3.18

個人 みまつ渡辺歯科医院 420-0803
静岡市葵区千代田１－３
－７

054-209-1133 渡辺　英幸 渡辺　英幸
歯    小歯    矯
歯

個人 美和野歯科 421-2124
静岡市葵区足久保口組９
６－１９

054-296-4618 柴  雅夫 柴  雅夫 歯 H15.9.4

個人 望月歯科医院 420-0009 静岡市葵区神明町１００ 054-254-2633 望月  博 望月  博 歯

個人
もりかわデンタルクリ
ニック

420-0913
静岡市葵区瀬名川二丁目
２９－４６

054-207-7114 森川　拓哉 森川　拓哉
歯    小歯    歯
外    矯歯

H24.1.10

個人 八木歯科医院 420-0042
静岡市葵区駒形通２－７
－１３

054-252-3895 八木　康夫 八木　康夫
歯    小歯    矯
歯

S60.1.1

個人 安竹歯科医院 420-0881
静岡市葵区北安東１－２９
－１

054-246-6333 安竹　輝真 安竹　輝真 歯    小歯 H16.10.20

個人 山内歯科医院 420-0881
静岡市葵区北安東４－２８
－３１

054-248-4327 山内　一郎 山内　一郎 歯    小歯 H14.6.11

個人 やまぐち桂歯科医院 420-0816
静岡市葵区沓谷四丁目１
－２３

054-248-0456 山口　大輔 山口　大輔 歯    小歯 H20.3.11

個人 ヤマシタ歯科医院 420-0004
静岡市葵区末広町６５－１　
プレステージ末広１Ｆ

054-272-5855 山下　雅敏 山下　雅敏 歯

個人 山下歯科医院 420-0042
静岡市葵区駒形通４－２
－８

054-255-6632 山下　義人 山下　義人 歯
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個人 ヤマダ歯科 420-0852 静岡市葵区紺屋町１３－１ 054-252-3662 山田　靖博 山田　靖博
歯    矯歯    小
歯

個人 山田歯科医院 420-0801
静岡市葵区東千代田２－
２６－５４

054-261-2200 山田　誠　 山田　誠
歯    矯歯  小
歯

H28.4.1

個人 山元歯科医院 420-0852
静岡市葵区紺屋町７－１５　
３階

054-254-0011 山元　雍久 山元　雍久
歯    矯歯    歯
外

R3.4.20

個人 山本歯科医院 420-0937
静岡市葵区唐瀬１－３－３
５

054-245-9838 山本　昌史 山本　昌史 歯

個人 山本歯科医院 420-0042
静岡市葵区駒形通２－２
－４

054-252-1366 山本　正哉 山本　正哉 歯

個人 Ｕ歯科・矯正歯科 420-0067 静岡市葵区幸町４１ 054-251-3790 内野　雄介 内野　雄介
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.8.4

個人 ゆのきざわ歯科医院 420-0881
静岡市葵区北安東一丁目
３７－７　２階

054-245-8488 渡邊　和樹 渡邊　和樹 歯    矯歯 R2.2.27

個人 吉川歯科医院 420-0841
静岡市葵区上足洗１－８
－６０

054-247-8000 吉川　惠子 吉川　惠子 歯    小歯

個人 吉野歯科医院 420-0886
静岡市葵区大岩２－２６－
１３

054-245-2292 吉野　龍洋 吉野　龍洋 歯    小歯 H12.1.1

個人
リモーネ矯正歯科クリ
ニック

420-0858
静岡市葵区伝馬町５－２　
アイワビルリモーネ９階

054-221-8880 三宅　麗 三宅　麗 矯歯 R2.11.19

個人 竜南歯科医院 420-0805 静岡市葵区城北２８－１ 054-247-3121 吹田  隆 吹田  隆 歯 H8.1.1

個人 わかお矯正歯科 420-0858
静岡市葵区伝馬町１１－３　
迦葉館２F

054-275-1111 若尾　二郎 若尾　二郎 矯歯 H17.4.14

個人 わかば歯科クリニック 420-0944
静岡市葵区新伝馬３－２３
－３２

054-250-8194 小木曽  行恭 小木曽  行恭 歯    小歯

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 エンジェル歯科 421-0106
静岡市駿河区北丸子１－
５－５

054-268-2200
医療法人社団　顕
正会

木村　修 歯　　矯歯 H16.2.3

医療 オシカ歯科医院 422-8005
静岡市駿河区池田８６０－
１

054-262-3303
医療法人社団　静
秋会

小武海　實 歯 H1.12.1

医療
医療法人社団光歯会
リーフデンタルクリニック

422-8063
静岡市駿河区馬渕三丁目
１６－３１

054-293-7156
医療法人社団光
歯会

佐藤　光浩
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.4.1

医療
医療法人社団静医会　
オリエント歯科医院

422-8067
静岡市駿河区南町９－１
－３０３号

054-281-8488
医療法人社団　静
医会

宮城　達郎 歯    小歯 H28.2.2

医療
医療法人社団大栄会　
静岡デンタルクリニック

422-8021
静岡市駿河区小鹿一丁目
２０－１７

054-286-1110
医療法人社団大
栄会

井澤　宏之
歯    小歯    歯
外

H28.5.11

医療
医療法人社団輔珊会セ
ントラル歯科クリニック

422-8064
静岡市駿河区新川２－１０
－３５　新川ビル２Ｆ

054-203-7070
医療法人社団　輔
珊会

早速　邦明
歯    小歯   矯
歯    歯外

H14.11.20

医療 近藤歯科医院 421-0102
静岡市駿河区向手越一丁
目２－１５

054-259-9617
医療法人社団　藤
誠会

近藤　貴彦 歯 H21.4.1

医療
小児歯科矯正歯科ASO 
KIDS DENTAL PARK

422-8008
静岡市駿河区栗原１５－１
６

054-655-2525
医療法人社団ファ
イブスターズ

麻生　順子
歯    小歯    矯
歯    歯外

R2.4.1

医療 多田歯科医院 422-8063
静岡市駿河区馬淵３－１
－１７

054-282-1011
医療法人社団ＵＧ
会

多田　祐介
歯    歯外   小
歯

H23.5.1

医療 トシデンタルクリニック 422-8041
静岡市駿河区中田一丁目
６－３２

054-282-6480 医療法人社団TDC 大塚　俊郎 歯 R2.12.10

医療 鳥巣歯科医院 422-8005
静岡市駿河区池田２４３－
３

054-263-5322
医療法人社団　忠
勇会

鳥巣　忠男
歯    矯歯    小
歯

H1.7.1

医療
パール歯科　エスパ
ティオクリニック

422-8067
静岡市駿河区南町１４－２
５ ２０１－Ａ 

054-202-4618
医療法人社団　英
進会

鈴木　英臣
歯    小歯    歯
外    矯歯

H16.3.19

医療 ひかり歯科医院 421-0113
静岡市駿河区下川原六丁
目２８－４

医療法人社団　長
谷川

長谷川　雄士
歯    小歯    矯
歯    歯外

R1.6.1

医療 松﨑デンタルオフィス 422-8042
静岡市駿河区石田１－３
－２１

054-287-7363
医療法人社団　善
歯会

松﨑　辰男
歯    小歯    歯
外    矯歯

H18.7.19

医療
八木歯科東新田クリ
ニック

421-0112
静岡市駿河区東新田４－
１１－１６

054-258-7555
医療法人社団　八木
歯科東新田クリニック 八木　宏明 歯 S59.4.1

医療 やよい齒科醫院 422-8047
静岡市駿河区中村町１２
－３

054-281-0048
医療法人社団　春
樹会

佐々木　優
歯    小歯    歯
外    矯歯

H28.7.1

個人 アオキ歯科医院 422-8041
静岡市駿河区中田３－１
－４１

054-285-8511 青木　嘉之 青木　嘉之 歯

個人
青木歯科石田クリニッ
ク

422-8042
静岡市駿河区石田３－５
－２６

054-289-8042 青木　洋次郎 青木　洋次郎
歯    小歯    歯
外

H13.10.5

個人 秋山歯科 422-8032
静岡市駿河区有東３－４
－４７

054-285-8241 秋山　良介 秋山　良介 歯 S58.12.1

個人 アップル矯正歯科医院 421-0106
静岡市駿河区北丸子２－
４０－１１

054-258-1881 戸塚　実 戸塚　実 矯歯    小歯 H18.3.9

個人 安倍歯科医院 421-0115
静岡市駿河区みずほ４－
９－３

054-257-5201 安倍　祐之 安倍　祐之
歯    小歯    矯
歯 

H24.5.11

個人 庵之下歯科医院 422-8006
静岡市駿河区曲金６－１
－３２

054-285-4035 服部　ともこ 服部　ともこ 歯 H16.7.28

【静岡市駿河区】
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個人 あんぽ歯科医院 422-8053
静岡市駿河区西中原１－
６－３３

054-281-1180 安保　義則 安保　義則 歯    小歯  H20.8.28

個人 石井歯科クリニック 422-8005 静岡市駿河区池田８０５ 054-270-6727 石井　靖人 石井　靖人
歯    小歯    矯
歯

H19.11.5

個人 石上歯科医院 422-8058 静岡市駿河区中原３４０ 054-285-5321 石上　直子 石上　直子 歯 H1.5.19

個人 いしかわ歯科 422-8027
静岡市駿河区豊田１－４
－７

054-285-4520 石川　新治郎 石川　新治郎 歯    小歯 S46.12.1

個人 石田歯科医院 421-0131
静岡市駿河区手越原２６４
－１２

054-258-4111 石田　正彦 石田　正彦 歯 S61.11.5

個人
岩﨑矯正歯科クリニッ
ク

422-8067
静岡市駿河区南町３－１２　
スクウェア・エス１Ｆ

054-287-5633 岩﨑　憲正 岩﨑　憲正 矯歯 H13.4.16

個人 宇土歯科医院 422-8064
静岡市駿河区新川二丁目
８－６

054-204-6480 宇土　武典 宇土　武典 歯 R3.3.5

個人 大石歯科医院 422-8066 静岡市駿河区泉町１－１４ 054-285-3528 大石  充 大石  充 歯 H11.5.24

個人 大森歯科医院 422-8036
静岡市駿河区敷地１－１５
－２０

054-236-6661 大森　知 大森　知 歯    小歯 H13.7.17

個人 小澤歯科クリニック 422-8036
静岡市駿河区敷地２－１０
－２４

054-237-7272 小澤　文明 小澤　文明
歯    小歯    歯
外

個人 かくた歯科医院 422-8035
静岡市駿河区宮竹２－１６
－２２

054-237-2005 角田　知生 角田　知生
歯    小歯    歯
外

H22.10.4

個人 狩野歯科 421-0115
静岡市駿河区みずほ１－
２６－３

054-258-1204 狩野　宏道 狩野　宏道 歯 S62.10.9

個人 北島歯科医院 422-8063
静岡市駿河区馬淵２－４
－２２

054-285-5064 北島　育代 北島　育代 歯 H15.12.19

個人 北村歯科医院 421-0103
静岡市駿河区丸子４－１９
－１

054-259-1523 北村　慶史 北村　慶史 歯    小歯 H17.1.1

個人
グリーンデンタルクリ
ニック

421-0132
静岡市駿河区上川原８－
３

054-257-2628 長谷川　幸男 長谷川　幸男 歯 H13.5.1

個人
敬天堂歯科サウスクリ
ニック

422-8062
静岡市駿河区稲川一丁目１
－１０　コモドベルデ２Ｆ 054-285-0836 村岡　良介 村岡　良介

歯    小歯    矯
歯    歯外

H29.3.21

個人 小嶋デンタルクリニック 422-8042
静岡市駿河区石田三丁目
１１－３２

054-654-1020 小嶋　隆三 小嶋　隆三
歯    小歯    矯
歯

H25.4.1

個人 小長井歯科 421-0101
静岡市駿河区向敷地１１４
９－８

054-256-6001 小長井　信治 小長井　信治
歯   小歯   矯
歯

個人 佐塚歯科クリニック 422-8065
静岡市駿河区宮本町８－
３２

054-286-6936 佐塚　太一郎 佐塚　太一郎
歯    小歯    歯
外

H17.1.1

個人 サニー歯科医院 422-8032
静岡市駿河区有東３－９
－２４

054-285-7164 今村　彰伸 今村　彰伸 歯    小歯 S62.12.28

個人 澤野歯科クリニック 421-0137
静岡市駿河区寺田１１１－
３

054-260-4636 澤野　充郎 澤野　充郎
歯    小歯    歯
外

H23.8.9

個人
歯科・ファーストスマイ
ル

422-8044 静岡市駿河区西脇３０２ 054-284-4864 原田　孝行 原田　孝行
歯    小歯    矯
歯

H21.6.17

個人 篠田歯科医院 422-8041
静岡市駿河区中田１－１
－１６

054-286-8711 篠田　秀子 篠田　秀子 歯    小歯 H10.6.4

個人 司馬歯科医院 422-8032
静岡市駿河区有東１－１６
－５

054-282-8241 司馬　成 司馬　成 歯    矯歯

個人 しみず小児歯科 422-8067 静岡市駿河区南町１８－２ 054-202-0005 清水　弘一 清水　弘一 小歯    矯歯

個人 新庄歯科医院 422-8076
静岡市駿河区八幡５－４
－８

054-282-3463 新庄　尚亮 新庄　尚亮 歯    小歯 H25.1.29

個人 スミス歯科医院 421-0112
静岡市駿河区東新田１－
１－４６

054-256-4416 スミス　京子 スミス　京子 歯 H23.3.27

個人
駿河デンタルオフィス静岡
マイクロスコープ歯科

422-8063
静岡市駿河区馬渕３－７
－２０

054-260-6655 八田　俊永 八田　俊永
歯    歯外    矯
歯

H23.3.14

個人 静峰歯科医院 422-8053
静岡市駿河区西中原２－
２－１－３Ｆ

054-288-6814 大石　昭二 大石　昭二 歯    矯歯　　　　　 H24.2.1

個人 瀬名川歯科 422-8009
静岡市駿河区弥生町１－
１

054-655-1050 相原　一之 相原　一之 歯 H13.8.1

個人 髙成田歯科医院 422-8042
静岡市駿河区石田１－１０
－１

054-285-3702 髙成田　力 松﨑　倫子 歯

個人 竹内歯科医院 421-0121
静岡市駿河区広野３－９
－１

054-259-9589 竹内　靖博 竹内　靖博
歯    小歯    矯
歯

個人 竹下歯科医院 421-0122
静岡市駿河区用宗１－２７
－１４

054-256-2772 石川  東 石川  東 歯

個人 竹下歯科医院 422-8076
静岡市駿河区八幡２－１４
－２０

054-285-5004 竹下　朝也 竹下　朝也 歯

個人 竹島歯科医院 422-8021
静岡市駿河区小鹿２－１
－２

054-285-0521 竹島　洋州 竹島　洋州 歯 H13.3.15

個人 たなか歯科クリニック 422-8034
静岡市駿河区高松１８１７
－１

054-237-7110 田中　真介 田中　真介 歯    小歯 H23.3.10

個人 寺尾歯科医院 422-8004
静岡市駿河区国吉田４－
６－３０

054-261-6242 寺尾　行雄 寺尾　行雄 歯    小歯
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個人 土井歯科医院 421-0103
静岡市駿河区丸子１－６
－６８　　

054-256-5611 土井　久栄 土井　久栄 歯    小歯

個人 東海リバーサイド歯科 421-0131
静岡市駿河区手越原５０
－２

054-204-0822 渥美　元成 渥美　元成
歯    矯歯    小
歯

R2.3.3

個人 中島歯科医院 422-8006
静岡市駿河区曲金３－５
－３７

054-282-9212 中島　還 中島　還
歯    矯歯    歯
外

H26.7.1

個人 ナカノ歯科医院 422-8076
静岡市駿河区八幡２－２
－１４

054-281-8844 中野　清風 中野　清風 歯  H26.4.1

個人 仲野歯科医院 422-8072
静岡市駿河区小黒１－１
－１７

054-285-3946 仲野　好夫 仲野　好夫 歯 H12.1.1

個人 永野歯科医院 421-0113
静岡市駿河区下川原２－
２２－１８

054-258-8241 永野　良馨 永野　良馨 歯    小歯

個人 なかよしだ歯科医院 422-8001
静岡市駿河区中吉田８－
６５

054-264-7200 西　哲朗 西　哲朗 歯 H26.3.13

個人 なつめ歯科医院 422-8044
静岡市駿河区西脇６８２　
スカイプラザおか１０４

054-285-9927 夏目　美光 夏目　美光 歯    小歯 H1.12.5

個人 ナンバ歯科医院 422-8036
静岡市駿河区敷地二丁目
２－３

054-237-7533 難波　龍太郎 難波　龍太郎 歯    歯外 H26.6.13

個人 仁科歯科医院 422-8063
静岡市駿河区馬淵３－１２
－１４

054-283-4555 仁科  公利 仁科  公利 歯

個人 萩原歯科医院 422-8033
静岡市駿河区登呂５－１１
－２３

054-283-0170 萩原　義久 萩原　義久 歯 H1.10.31

個人 はじめ歯科医院 422-8006
静岡市駿河区曲金４丁目
１３－７

054-282-2552 山田　美香 山田　美香 歯    小歯 H16.3.15

個人 長谷川歯科医院 421-0113
静岡市駿河区下川原６－
１９－６

054-258-8488 長谷川　知史 長谷川　知史 歯    小歯

個人
はせがわデンタルクリ
ニック

421-0113
静岡市駿河区下川原六丁
目１９－７

054-204-3000 長谷川　聖 長谷川　聖
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.3.7

個人
ひらたデンタルクリニッ
ク

422-8006
静岡市駿河区曲金７－９
－３３

054-284-0054 平田　晃弘 平田　晃弘
歯    小歯    歯
外

H23.4.7

個人 ひろ歯科クリニック 422-8006
静岡市駿河区曲金六丁目
４－２０－１０１

054-280-1200 山下　浩昌 山下　浩昌 歯 H23.6.12

個人 深沢歯科医院 422-8047
静岡市駿河区中村町２０２
－３

054-288-0834 深澤　敏弘 深澤　敏弘 歯    小歯

個人 フキタ歯科医院 422-8033
静岡市駿河区登呂２－１５
－８

054-284-2333 吹田　有信 吹田　有信 歯

個人 ふくま歯科クリニック 422-8063
静岡市駿河区馬渕４－１１
－１０

054-287-0044 福間　智之 福間　智之 歯　小歯　矯歯 H18.12.19

個人
ふじみ歯ならびクリ
ニック

422-8005
静岡市駿河区池田７９－１　
１階

054-269-5691 髙橋　一人 髙橋　一人 矯歯 H26.6.24

個人 藤本歯科医院 421-0122
静岡市駿河区用宗４－６
－２４

054-256-0418 藤本　寿一 藤本　寿一 歯    小歯 H16.7.3

個人
ブランシュデンタルクリ
ニック

422-8061
静岡市駿河区森下町１－
３０－１Ａ号

054-283-3300 尾﨑　直人 尾﨑　直人 歯 R4.2.25

個人 ポプラ歯科医院 422-8063
静岡市駿河区馬淵４－１６
－４０

054-283-4940 小沢　翠 小沢　翠 歯 H24.1.1

個人 ますだ歯科 422-8007
静岡市駿河区聖一色４２４
－６

054-264-7610 増田　義人 増田　義人 歯    小歯 H2.4.5

個人 松浦歯科医院 422-8006
静岡市駿河区曲金６－１６
－３０

054-272-6687 松浦　寛 松浦　寛 歯 H15.6.1

個人 みうら歯科クリニック 422-8051
静岡市駿河区中野新田５
７－６４

054-260-7950 三浦　祥平 三浦　祥平
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.6.1

個人 むろい歯科医院 421-0115
静岡市駿河区みずほ２－
１７－１０

054-257-0005 室井　正旨 室井　正旨 歯    歯外

個人 森山歯科医院 421-0103
静岡市駿河区丸子６－１５
－５０

054-257-6243 森山　満 森山　満 歯 H1.3.20

個人 やまだ歯科医院 422-8063
静岡市駿河区馬淵２－１１
－６

054-286-6400 山田　徹 山田　徹 歯     矯歯

個人 ユリの木歯科医院 422-8004
静岡市駿河区国吉田４－
２０－１９

054-267-7575 石川　達也 石川　達也
歯    矯歯    小
歯

H12.8.4

個人 吉川歯科クリニック 421-0122
静岡市駿河区用宗４－１６
－１０

054-259-5011 吉川　昌幸 吉川　昌幸 歯 H14.10.1

個人
ライオン歯科中田クリ
ニック

422-8043
静岡市駿河区中田本町２１－２
８　サンシティオ中田ビル１Ｆ 054-284-8400 渡邉　威一郎 渡邉　威一郎

歯    矯歯    小
歯

H15.5.1

個人 リンデン歯科医院 422-8075
静岡市駿河区大坪町１４
－１３

054-283-2030 鈴木　智子 鈴木　智子 歯

個人 若尾歯科医院 422-8017
静岡市駿河区大谷３６９６
－１５

054-237-1122 若尾  剛 若尾  剛 歯

個人 渡辺歯科医院 422-8041
静岡市駿河区中田２－４
－３２

054-285-8260 渡辺　義男 渡辺　義男
歯    矯歯    小
歯

個人
ワタナベ歯科医院第２
クリニック

422-8077
静岡市駿河区大和１－５
－１６

054-285-8400 渡邉　澄子 渡邉　澄子
歯    矯歯    小
歯

S53.3.1
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医療 相原歯科 424-0934
静岡市清水区村松原１丁
目３－３０

054-336-0700
医療法人社団　愛
友会

相原　元一 歯 H10.3.1

医療
アルファ矯正歯科クリ
ニック

424-0888
静岡市清水区中之郷１－
４－１１　ミハラビル３Ｆ

054-348-2581
医療法人社団　ア
ルファ会

富永　雪穂 矯歯 H7.10.1

医療 安藤歯科クリニック 424-0846
静岡市清水区木の下町２
１３

054-345-0446 医療法人社団 仁 安藤　秀樹
歯    小歯　　
矯歯

H18.8.1

医療
医療法人社団SPDTい
ぬい歯科医院

424-0008 清水区押切９３９－１５ 054-625-5100
医療法人社団ＳＰ
ＤＴ

乾　琢麿
歯    小歯    矯
歯    歯外

R2.4.1

医療
医療法人社団山水会
杉山歯科医院

424-0876
静岡市清水区馬走北１－
３

054-347-0505
医療法人社団　山
水会

霞　宏之
歯    矯歯    小
歯    歯外

S52.6.1

医療 ガリバー歯科 424-0809
静岡市清水区天神１丁目
６－１１

054-371-6006
医療法人社団　顕
正会

寺本　友之 歯    矯歯 H12.2.18

医療 かわはら歯科 424-0809
静岡市清水区天神１丁目
１１－９

054-361-0808
医療法人社団　か
わはら

川原　祐三
歯    小歯    矯
歯    歯外

H18.1.1

医療 グリーン歯科 424-0014
静岡市清水区天王南４－
２０

054-364-8714
医療法人社団　グ
リーン歯科

大沼　佳代 歯 H2.5.1

医療 こじま歯科医院 424-0931 静岡市清水区岡町３－２３ 054-352-2345
医療法人社団  ｓ
ｍｉｌｅｓ　ｆｏｒ　ａｌｌ

児島　俊彦
歯     小歯     
矯歯    歯外

H22.10.1

医療 小高歯科医院 424-0806
静岡市清水区辻１丁目１５
－３

054-365-6003
医療法人社団　健
寿会

小高　健太郎 歯 H21.3.26

医療 さいとう歯科クリニック 424-0852
静岡市清水区神田町１８
－２２

054-340-1818
医療法人社団ＦＨ
ＥＩ

齋藤　彰
歯    小歯    歯
外

R4.2.1

医療 瀧歯科医院 424-0887 静岡市清水区谷田１－１ 054-345-7766
医療法人社団　瀧
歯科医院

瀧　理惠子 歯 H4.12.1

医療 東海歯科 424-0851
静岡市清水区堂林２丁目
１５－１６

054-352-7328
医療法人社団　健
将会

武内　重明 歯 H7.2.1

医療 ビタミンＡ歯科 421-3203
静岡市清水区蒲原３２２－
１１

054-389-1001
医療法人社団　顕
正会

庄司　直記 歯    矯歯 H17.10.5

医療 ビタミンE歯科 424-0842
静岡市清水区春日一丁目
２－１７

054-355-0010
医療法人社団　顕
正会

宮下　英未 歯    矯歯 H18.3.20

医療
ヒロティースケアクリ
ニック

424-0044
静岡市清水区江尻台町２
３－６５

054-270-4618
医療法人社団　仁
敬会

廣瀬　尋範 歯 H27.4.1

医療 HORI　Dental　Clinic 424-0067 静岡市清水区鳥坂５５１ 054-395-8070
医療法人社団　山
水会

堀　穣
歯     矯歯   小
歯    歯外

H29.8.8

個人 あおやぎ歯科 424-0841
静岡市清水区追分１－３
－３７

054-366-6480 青柳　拓 青柳　拓
歯    小歯    矯
歯    歯外

H21.10.19

個人 朝波歯科医院 424-0835
静岡市清水区上清水町３
－１０

054-351-0321 朝波　雄二 朝波　雄二 歯 S61.8.1

個人 朝浪歯科医院 424-0831
静岡市清水区入江１丁目
８－２８

054-366-5459 朝波　修 朝波　修
歯　　小歯　　
歯外

S63.1.1

個人 あさひ歯科クリニック 424-0037
静岡市清水区袖師町１１０
０－２

054-367-7000 今井　俊輔 今井　俊輔
歯    小歯    歯
外

H31.4.1

個人 あさみ歯科医院 424-0939
静岡市清水区下清水町６
－１５

054-352-9993 佐藤　麻美 佐藤　麻美
歯    小歯    矯
歯    歯外

H8.9.1

個人 安部歯科医院 424-0828
静岡市清水区千歳町２－
８－１

054-352-2954 安部　貴之 安部　貴之
歯　　小歯　　
歯外

H26.2.1

個人 天野歯科医院 424-0829 静岡市清水区巴町１０－９ 054-353-1484 天野　恵夫 天野　恵夫 歯 S55.5.15

個人 安藤歯科医院 421-3105
静岡市清水区由比町屋原
１２６

054-375-3035 安藤　宏光 安藤　宏光 歯      S49.9.15

個人 井川歯科医院 424-0852
静岡市清水区神田町１－
３７

054-352-7270 井川　利幸 井川　利幸 歯    小歯 H20.10.1

個人 井川歯科医院 424-0204
静岡市清水区興津中町３
９８－３

054-369-0262 井川　雅子 井川　雅子 歯 H26.3.1

個人 井川歯科医院 424-0818
静岡市清水区江尻町１０
－２８

054-364-3310 井川　智子 井川　智子 歯 H17.2.25

個人 いとう歯科医院 424-0047
静岡市清水区鶴舞町３－
１７

054-367-4181 伊藤　暢秀 伊藤　暢秀 歯 H9.8.19

個人 今村歯科医院 424-0914
静岡市清水区港南町１６
－７

054-334-9741 今村　芳之 今村　芳之 歯 S53.7.3

個人 岩上歯科医院 424-0879
静岡市清水区有度本町３
－１７

054-345-8032 岩上　正博 岩上　正博 歯 H12.6.5

個人 岩辺歯科医院 421-3212
静岡市清水区蒲原小金４
４７－３

054-385-2254 岩辺　光隆 岩辺　光隆 歯 S59.6.1

個人 宇佐美歯科医院 421-3203
静岡市清水区蒲原三丁目
２３－１２

054-385-2021 宇佐美　孝之 宇佐美　孝之 歯 H18.1.1

個人 うちの歯科クリニック 424-0067
静岡市清水区鳥坂１２０７
－１

054-348-8188 天野　麻子 天野　麻子
歯    矯歯    小
歯

H10.5.18

個人 エガワ歯科医院 424-0948
静岡市清水区梅田町２－
１

054-351-1271 江川　靖彦 江川　靖彦 歯 R1.7.1

個人 エンゼル歯科 424-0204
静岡市清水区興津中町１
３５４－４

054-369-2250 小川　洋二 小川　洋二 歯    小歯 H14.10.1

【静岡市清水区】
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個人
江川（八千代）歯科医
院

424-0946
静岡市清水区八千代町９
－２４

054-352-2956 髙田　博史 髙田　博史 歯    小歯 R3.11.12

個人 大関歯科医院 424-0204
静岡市清水区興津中町８
７

054-369-0418 大関　卓道 大関　卓道 歯 H7.1.1

個人 オオタキ歯科医院 424-0928
静岡市清水区緑ヶ丘１８－
４３

054-335-8241 大滝　義晴 大滝　義晴 歯 S54.7.15

個人 おおつか歯科 424-0008 静岡市清水区押切１９３０ 054-347-9177 大塚　宗明 大塚　宗明 歯    小歯 R3.4.12

個人 大野歯科医院 421-3211
静岡市清水区蒲原新田二
丁目１３－２

054-388-2648 大野　剛児 大野　剛児 歯 S61.11.1

個人 大野歯科医院 424-0066
静岡市清水区七ツ新屋２
丁目６－１１

054-345-5898 大野　二朗 大野　二朗 歯 H16.10.21

個人 小芝町歯科クリニック 424-0812
静岡市清水区小芝町４－
３

054-376-6476 望月　仁 望月　仁
歯    小歯    歯
外

H28.3.1

個人 小沢歯科 424-0937
静岡市清水区北矢部町１
－１４－１

054-352-2211 小沢　孝司 小沢　孝司 歯 S59.2.15

個人 折原歯科医院 421-3202
静岡市清水区蒲原新栄１
４５－２

054-385-4180 折原　健 折原　健 歯 H1.4.20

個人 兼子歯科医院 424-0826
静岡市清水区万世町２丁
目７－４

054-351-0559 兼子　晶次 兼子　晶次 歯 H1.9.1

個人 かめやま歯科 424-0886
静岡市清水区草薙１１８１
－２０

054-348-0248 亀山　太一 亀山　太一 歯 H17.6.1

個人 河村歯科医院 424-0938
静岡市清水区万世町１丁
目６－２９

054-352-5457 河村　孝浩 河村　孝浩 歯　 H30.11.19

個人 河村歯科医院 424-0886
静岡市清水区草薙３丁目
５－２０

054-347-1402 河村　孝憲 河村　孝憲 歯 S55.9.8

個人
華輝光デンタルクリ
ニック

424-0801
静岡市清水区秋吉町２－
４１

054-366-6812 志茂野　稔 志茂野　稔 歯 S57.6.1

個人 木村歯科医院 424-0817
静岡市清水区銀座１３－１
２

054-366-0341 木村　賢太 木村　賢太 歯 H27.11.12

個人
矯正歯科サンクチュア
リ

424-0887 静岡市清水区谷田１６－１ 054-348-3939 藤波　智子 藤波　智子 矯歯 R2.2.22

個人 くさなぎ歯科クリニック 424-0888
静岡市清水区中之郷１丁
目９－３０

054-344-5000 髙木　壽史 髙木　壽史
歯    小歯    歯
外

H13.2.19

個人 クボタ歯科医院 424-0008
静岡市清水区押切字橋下
８２３－１

054-347-1766 窪田　敏之 窪田　敏之 歯    小歯 H5.6.10

個人 クリタ歯科医院 424-0008
静岡市清水区押切１１６５
－１

054-348-3677 栗田　定明 栗田　定明 歯 H3.4.18

個人 恵愛歯科医院 424-0809
静岡市清水区天神２丁目
５－１

054-367-0110 荒瀬　整孝 荒瀬　整孝 歯 H4.7.3

個人 河野歯科医院 424-0807
静岡市清水区宮代町９－
９

054-367-1111 河野　重記 河野　重記 歯 H14.5.13

個人 坂本歯科医院 424-0305
静岡市清水区小島町２５６
－１

054-393-2108 坂本　諭 坂本　諭 歯 H22.11.25

個人 さくらばし歯科医院 424-0836
静岡市清水区桜が丘町１
－５

054-353-7170 渡邉　宏春 渡邉　宏春
歯    小歯    歯
外

H11.5.19

個人 佐々木歯科医院 424-0818
静岡市清水区江尻町１０
－１２

054-366-5449 佐々木　淳 佐々木　淳 歯    小歯 S54.11.24

個人 歯科クリニック三保 424-0901
静岡市清水区三保９３２－
１

054-335-6548 多田　啓里 多田　啓里 歯 H13.1.1

個人
しんかい歯科クリニッ
ク

424-0212
静岡市清水区八木間町１
６６３－５

054-369-7000 新開　伸臣 新開　伸臣 歯　　小歯 H27.4.8

個人 新清水歯科クリニック 424-0823
静岡市清水区島崎町６－
３６

054-351-2384 松永　貴之 松永　貴之 歯 H18.3.27

個人 杉山歯科医院 424-0831
静岡市清水区入江２丁目
１－１６

054-366-0897 杉山　清秀 杉山　清秀 歯

個人 すずき歯科 424-0903
静岡市清水区駒越南町１
－１１

054-335-6767 鈴木　政文 鈴木　政文
歯　　小歯　　
矯歯

H2.10.15

個人 鈴木歯科医院 424-0114
静岡市清水区庵原町５９３
－３

054-366-1234 鈴木　宏和 鈴木　宏和
歯    矯歯    小
歯

S57.9.9

個人 そし歯科医院 424-0205
静岡市清水区興津本町２
１７

054-369-0427 曽雌　裕之　 曽雌　裕之 歯 H27.10.1

個人 大塔歯科クリニック 424-0212
静岡市清水区八木間町１
７０１

054-369-3434 大塔　雄二 大塔　雄二
歯    小歯    矯
歯  　　歯外

S61.11.15

個人 太陽歯科 424-0847
静岡市清水区大坪２丁目
５－３８　大村ビル１階

054-347-1811 小林　弘幸 小林　弘幸
歯    小歯    歯
外

H22.5.19

個人 高尾歯科 424-0806
静岡市清水区辻５丁目１
－４０

054-364-3881 高尾　和秀 高尾　和秀
歯    小歯    矯
歯

H1.6.1

個人 タムラ歯科 424-0007
静岡市清水区石川新町１
－２０

054-364-8244 田村　史之 田村　史之 歯　　小歯 H1.5.18

個人 つかはら歯科医院 424-0012
静岡市清水区下野西３－
２０

054-364-8889 塚原　満 塚原　満 歯　　小歯 S56.3.17

個人 つちや歯科 424-0114
静岡市清水区庵原町１３４
－１９

054-365-8707 土谷　尚之 土谷　尚之 歯　　小歯 S60.3.20

－117－



開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 土屋歯科クリニック 424-0819
静岡市清水区元城町７－
３７

054-364-8888 土屋　仁 土屋　仁 歯 S55.8.5

個人 続歯科 424-0806
静岡市清水区辻１丁目１
－１２　青木ビル３階

054-367-0713 石田　常幸 石田　常幸 歯 H22.4.1

個人 中根歯科医院 424-0902
静岡市清水区折戸５丁目
１－１１

054-336-1818 中根　慎介 中根　慎介 歯 H5.4.1

個人 中村デンタルクリニック 424-0041
静岡市清水区高橋４丁目
２１－２４

054-371-5118 中村　亮太郎 中村　亮太郎 歯    小歯 H23.1.19

個人 名取歯科 424-0943
静岡市清水区港町１丁目
２－１７

054-353-7272 名取　愛一郎 名取　愛一郎
歯    小歯　　
矯歯

H3.4.5

個人 西久保歯科 424-0038
静岡市清水区西久保１６５
－４２

054-366-5139 四ノ宮　正士 四ノ宮　正士 歯 S59.12.5

個人
日本平デンタルクリ
ニック

424-0886
静岡市清水区草薙一丁目３－15　
グラソード草薙　２０３区画 054-368-6617 大坪　真一郎 大坪　真一郎

歯    小歯    歯
外

H28.3.7

個人 ハセベ歯科医院 424-0888
静岡市清水区中之郷１丁
目１１－１５

054-346-3477 長谷部　敬 長谷部　敬 歯 H26.1.1

個人 はまかぜ歯科 421-3214
静岡市清水区蒲原堰沢１
８０－１

054-385-2182 望月　和哉 望月　和哉 歯 H8.12.4

個人 ひぐち歯科医院 424-0884
静岡市清水区草薙一里山
２３－１０

054-348-8140 樋口　雅規 樋口　雅規 歯 H8.6.3

個人 ひまわり歯科 424-0866
静岡市清水区船越３－９
－１２

054-354-0033 塩谷　達彦 塩谷　達彦 歯 H12.1.4

個人 平岡歯科医院 424-0937
静岡市清水区北矢部町２
丁目１１－２０

054-352-1158 平岡　卓 平岡　卓 歯 H7.6.15

個人 平田歯科医院 421-3105
静岡市清水区由比町屋原
１５６－３

054-375-5255 平田　伸志 平田　伸志 歯      H15.10.14

個人 深松歯科医院 424-0844
静岡市清水区西高町８－
３

054-353-4180 深松　正道 深松　正道 歯 H3.4.3

個人 ほりば歯科 424-0886
静岡市清水区草薙三丁目
１３－７

054-340-3596 堀場　将士 堀場　将士
歯    小歯  　
歯外

H26.3.15

個人 本郷歯科クリニック 424-0871
静岡市清水区上原一丁目６－１
６　イオン清水店２階 054-349-7770 本郷　雄士 本郷　雄士

歯    小歯  　
歯外

H27.8.14

個人 本間歯科医院 424-0886
静岡市清水区草薙１丁目
８－３

054-345-2709 本間　義章 本間　義章
歯    小歯    歯
外

H10.8.31

個人 前田歯科医院 424-0941
静岡市清水区富士見町２
－１７

054-352-3750 前田　良一 前田　良一 歯    小歯 H28.7.1

個人 まさ歯科クリニック 424-0065 静岡市清水区長崎７３２ 054-348-5086 室伏　正樹 室伏　正樹
歯    小歯    矯
歯

H16.1.20

個人 松下歯科 424-0212
静岡市清水区八木間町１
７６４

054-369-1100 松下　かおり 松下　かおり 歯    小歯 S63.5.6

個人 宮城島歯科医院 424-0901
静岡市清水区三保３１２－
９

054-334-2401 宮城島　賢 宮城島　賢 歯    小歯 H3.4.25

個人 望月歯科 424-0837
静岡市清水区桜橋町２－
１

054-365-6561 望月　亮 望月　亮 歯 S64.1.1

個人 望月歯科医院 421-3103
静岡市清水区由比４３２－
４

054-376-0072 望月　一道 望月　一道
歯    小歯  　
歯外　  矯歯

H26.1.1

個人
MOTOデンタルクリニッ
ク

424-0053
静岡市清水区渋川２７８－
３

054-388-9901 大野　素史 大野　素史 歯 H22.5.13

個人 やまだ歯科クリニック 424-0802
静岡市清水区矢倉町５－
５

054-376-5433 山田　貴史 山田　貴史
歯    小歯    歯
外

H25.9.3

個人 よこすな歯科クリニック 424-0035
静岡市清水区横砂南町１
２－８

054-395-8755 小笠原　正 小笠原　正
歯    小歯    歯
外

R4.3.11

個人 よしざわ歯科医院 424-0028
静岡市清水区下野東１丁
目７６

054-364-8233 吉沢　涼子 吉沢　涼子 歯    小歯 H7.12.5

個人 わかお歯科クリニック 424-0873
静岡市清水区有東坂３－
１

054-345-1555 若尾　雄一 若尾　雄一
歯    小歯　　
矯歯

H17.4.1
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医療 小川歯科医院 427-0041 島田市中河町４１０ 0547-37-1418
医療法人社団小
川歯科医院

小川　恵治 歯      H12.6.1

医療 佐塚歯科医院 428-0016
島田市金谷宮崎町３７６－
３３

0547-45-2626
医療法人社団一
樹会

佐塚　仁一郎 歯      H1.8.1

医療 竹内歯科医院 427-0022 島田市南２－５－６ 0547-35-4618
医療法人社団明友
会竹内歯科医院

竹内　正明
歯    矯歯    小
歯    歯外 

R2.7.7

医療 田中歯科医院 427-0111 島田市阪本１４４４－１ 0547-30-4618
医療法人社団真
明会

田中　康硯
歯    矯歯    小歯    
歯外    小矯歯 H22.1.1

医療
Dr.Saiデンタルクリニッ
ク

427-0057 島田市元島田９２４８－１ 0547-54-5565
医療法人社団侑
嘉会

蔡　豪倫
歯    矯歯    小
歯    歯外     

H29.11.1

医療 なお歯科医院 427-0005 島田市岸町２１２－１ 0547-34-1500
医療法人社団成
徳会なお歯科医院

関口　直史 歯      H26.1.1

医療 又平歯科医院 428-0104
島田市川根町家山３３６－
１

0547-53-4055
医療法人社団川
根又平歯科医院

又平　基史
歯    矯歯    小
歯    歯外     

H1.8.1

医療 めぐみ歯科医院 427-0102 島田市大柳南７８－２ 0547-38-5859
医療法人社団恵
歯会

安原　剛
歯    矯歯    小
歯    

H8.8.1

医療 横井歯科医院 427-0042 島田市中央町１４－１５ 0547-37-4751
医療法人社団寿
会

横井　太朗 歯      R1.6.1

医療 レインボー歯科 427-0011 島田市東町２６４３－１ 0547-34-2020
医療法人社団顕
正会

遠藤　仁己 歯    矯歯    H17.3.3

他
特別養護老人ホーム
あすか歯科診療所

427-0041 島田市中河町３２６－１ 0547-33-2111
社会福祉法人島
田福祉の杜

服部　守弘
歯    矯歯    小
歯　    

H15.8.14

個人 池田歯科医院 427-0044 島田市宮川町２４４２－２ 0547-36-8100 池田　正之 池田　正之
歯    矯歯    歯
外

H12.9.18

個人 板倉歯科医院 427-0111 島田市阪本３０９－８ 0547-38-0143 板倉一明 板倉　一明
歯    矯歯    小
歯　    

H8.5.2

個人 おび歯科クリニック 427-0027 島田市幸町１７－１３ 0547-37-2404 朝倉　彬人 朝倉　彬人 歯　小歯　歯外 R4.4.1

個人 川端歯科医院 427-0022 島田市本通１－２９０６－９ 0547-37-6474 川端　泰三 川端　泰三 歯      S63.2.1

個人 桐原歯科医院 427-0038 島田市稲荷３－１９－１１ 0547-35-2886 桐原　俊史 桐原　俊史 歯      H31.2.1

個人 クニオ歯科 427-0029 島田市日之出町４－３ 0547-36-3468 平岡　啓太 平岡　啓太 歯      H21.10.26

個人 坂田歯科医院 427-0035 島田市向谷元町６６７－１ 0547-35-2133 坂田　旬　 坂田　旬 歯      H23.7.26

個人 櫻井歯科医院 427-0041 島田市中河町８９６０－１ 0547-35-2551 櫻井　忠好 櫻井　忠好 歯      S57.5.15

個人 柴田歯科医院 428-0016 島田市金谷宮崎町５７－６ 0547-45-3708 柴田　武士 柴田　武士 歯      H25.8.1

個人 杉浦歯科 428-0022 島田市金谷１９８９－１ 0547-46-2032 杉浦　一隆 杉浦　一隆 歯      H5.9.1

個人 すずき歯科医院 427-0025 島田市大井町４－５ 0547-35-4191 鈴木　一令 鈴木　一令 歯    小歯    H14.4.1

個人 関歯科医院 427-0041 島田市中河町３０９－１ 0547-37-5933 関　英彦　 関　英彦 歯      H28.5.3

個人 つるなが歯科 428-0021 島田市金谷宮崎町３６８１ 0547-45-4600 鶴長　尚志 鶴長　尚志 歯　    H8.2.1

個人 とも歯科医院 427-0007 島田市野田１１２５－９ 0547-35-3790 太田良　智武 太田良　智武　 歯    小歯 H18.3.1

個人 中島歯科医院 427-0104 島田市井口７７８ 0547-38-0142 中島　泰臣 中島　泰臣
歯    小歯    歯
外     

H22.8.14

個人 にしむら歯科クリニック 427-0019 島田市道悦３－１８－１ 0547-54-4884 西村　崇史 西村　崇史 歯 H25.4.12

個人 はたの歯科 427-0038 島田市稲荷４丁目６－４ 0547-33-1700 高城　幸司 高城　幸司
歯    小歯    歯
外     

H13.10.19

個人
服部歯科医院六合診
療所

427-0019 島田市道悦３－１６－１２ 0547-37-6950 服部　守弘 服部　守弘
歯    矯歯    小
歯　    

S62.10.15

個人 原田歯科医院 427-0018 島田市旭３－２３－３０ 0547-34-2685 原田　泰 原田　泰
歯    矯歯    小
歯  

H6.4.19

個人 光歯科医院 427-0011 島田市東町５－１ 0547-35-5661 渡邉　義介 渡邉　義介 歯      H13.4.11

個人 まき歯科医院 427-0011 島田市東町１１７６－１ 0547-34-2616 牧　訓久 牧　訓久 歯    小歯    H6.1.1

個人 誠歯科 427-0111 島田市阪本１６３８－６ 0547-38-3789 中島　誠 中島　誠 歯      S59.5.22

個人 またひら歯科医院 428-0006 島田市牛尾４２６－５ 0547-46-2558 加藤　浩司 加藤　浩司
歯    矯歯    小
歯    歯外   

H25.10.16

個人 松下歯科分院 427-0028 島田市栄町４－１ 0547-35-6676 松下　悟 松下　悟 歯      H19.1.6

【島田市】
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個人 八木歯科医院 427-0006 島田市阿知ケ谷１５４－１ 0547-34-8100 齊田　久恵 齊田　久恵 歯  H23.12.15

個人 安原歯科医院 427-0024 島田市横井３－７－２３ 0547-35-1640 安原　孝由 安原　孝由 歯    小歯     S57.11.15

個人 吉川歯科クリニック 428-0104
島田市川根町家山３９２－
３

0547-53‐3070 吉川　元仁 吉川　元仁 歯    小歯    H18.2.8

個人 わだ歯科 427-0036
島田市三ツ合町１３２９－
５

0547-33-0648 和田　浩二郎 和田　浩二郎 歯      H12.3.13

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 伊東歯科医院 425-0071 焼津市三ヶ名１２４９－１ 054-627-4696
医療法人社団仁
会

伊東　哲 歯      H6.8.1

医療 河村歯科診療室 425-0022
焼津市本町２－１２－８－
１０４C

054-631-4618
医療法人社団秀
和会

河村　倫孝
歯    矯歯    小
歯    歯外 

R4.1.1

医療 パステル歯科 425-0036 焼津市西小川６－１６－８ 054-620-7510 医療法人ＳＯＬＡ 内藤　春義 歯    小歯    H29.11.11

医療 フラワー歯科 425-0035
焼津市東小川２－１７－１
１

054-620-9229
医療法人社団顕
正会

杉谷　賢大 歯    矯歯 H16.8.18

医療 松本歯科 425-0074 焼津市柳新屋８７４－２ 054-627-4182
医療法人社団西
焼津松本歯科

松本　康
歯    小歯    歯
外   

H3.11.1

医療 丸山歯科医院 421-0216 焼津市相川１０６１－１ 054-662-0120
医療法人社団すず
かけの木

丸山　誠二 歯      H19.1.1

医療 もも歯科 425-0031 焼津市東小川８－１１－１ 054-620-1270
医療法人社団新
緑会

高松　信美
歯    小歯    矯
歯

R2.1.17

医療 渡辺歯科医院 425-0026 焼津市焼津１－８－２７ 054-626-1182
医療法人社団Ｗ．
Ｄ．Ｃ

渡辺　寿彦 歯      H23.11.1

個人 あい歯科クリニック 425-0088 焼津市大覚寺１－２－１４ 054-626-8841 滝本　純 滝本　純
歯    矯歯    小
歯    歯外 

H17.3.17

個人 アオキ歯科 425-0041 焼津市石津８０６－１ 054-625-1870 青木　恒久 青木　恒久 歯      H9.3.18

個人 赤堀歯科医院 421-0211 焼津市吉永１３１６ 054-622-5800 赤堀　真一郎 赤堀　真一郎 歯    小歯    H1.7.5

個人 あきにわ歯科 425-0057 焼津市下小田７２－１ 054-624-9845 秋庭　暁 秋庭　暁 歯    小歯    H17.6.1

個人 あさひ歯科 425-0028 焼津市駅北３－２０－２ 054-626-3363 北川　荘一 北川　荘一 歯      H15.3.1

個人 井澤歯科医院 425-0042 焼津市石津港町３５－４ 054-624-9018 井澤　篤義　 井澤　篤義 歯      H11.4.1

個人 石田歯科医院 425-0072 焼津市大住８８９－２ 054-628-3376 石田　璃久麿 石田　璃久麿
歯    小歯    歯
外

H30.5.1

個人 上野歯科医院 421-0205 焼津市宗高１１８５－２ 054-622-6676 上野　暢一 上野　暢一 歯      S62.10.19

個人 岡村歯科医院 421-0201 焼津市上小杉１８９ 054-662-2666 岡村　裕一 岡村　裕一 歯      H7.12.16

個人 奥村歯科医院 421-0217 焼津市上泉５５０－１ 054-622-8448 奥村　一成 奥村　一成 歯    歯外    H3.6.28

個人 かたおか歯科医院 425-0086 焼津市小土３４８－５ 054-627-8883 片岡　洋平 片岡　洋平
歯    矯歯    小
歯　

H23.1.17

個人 亀山歯科医院 425-0077
焼津市五ケ堀之内１０６０
－１

054-626-5233 亀山　八郎 亀山　八郎
歯    小歯    歯
外      

H4.7.1

個人 加茂歯科医院 425-0077
焼津市五ケ堀之内１２５９
－１

054-631-9388 加茂　浩介 加茂　浩介 歯  H26.1.9

個人 河合歯科医院 425-0036 焼津市西小川４－１５－２ 054-626-1184 河合　秀記 河合　秀記 歯    小歯    H2.3.16

個人 かわさき歯科医院 425-0028 焼津市駅北１－２－２４ 054-627-8809 川崎　毅 川崎　毅 歯      H7.8.18

個人 川野歯科道原診療所 425-0055 焼津市道原１０２１－１ 054-639-6801 川野　大 川野　大 歯      H23.8.18

個人 河村歯科医院 425-0022 焼津市本町３－４－３６ 054-628-2503 河村　秀明 河村　秀明 歯      S63.12.15

個人 カワムラ歯科クリニック 421-0205 焼津市宗高１０３０－３ 054-622-8141 川村　進太郎 川村　進太郎 歯    小歯    H19.9.20

個人
キャロットクリニック小
田歯科

425-0068 焼津市中新田２４９ 054-623-6480 小田　義浩 小田　義浩 歯      H2.9.15

個人 黒田歯科医院 425-0014 焼津市中里３７６－１ 054-628-6060 黒田　秀男 黒田　秀男 歯    小歯    S59.11.19

個人 KENデンタルクリニック 425-0041 焼津市石津６５１ 054-656-1173 秋庭　健志 秋庭　健志 歯    小歯    H28.9.28

個人 小川やまだ歯科 425-0031
焼津市小川新町２－１－１
８

054-639-6690 山田　航 山田　航
歯    矯歯    小
歯

R2.4.1

個人 小杉歯科医院 425-0036 焼津市西小川２－４－２０ 054-627-8212 小杉　和美 小杉　和美 歯    S51.7.1

【焼津市】
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 酒井歯科医院 425-0044 焼津市石津向町２１－１８ 054-624-7722 酒井　徹也 酒井　徹也 歯      H31.1.1

個人 そのべ歯科医院 425-0091
焼津市八楠１－１７－１　Ｆ
Ａビレッジ１０１号

054-626-3854 園部　恭三 園部　恭三 歯      H8.9.20

個人 大栄歯科医院 425-0081 焼津市大栄町２－１０－５ 054-629-2299 増島　恵 増島　恵 歯      S55.3.6

個人 高塚歯科医院 425-0066 焼津市大島７３５－９ 054-623-4118 高塚　真喜子 高塚　真喜子 歯      H2.7.17

個人 たていし歯科クリニック 425-0073 焼津市小柳津３０７－１０ 054-668-9082 建石　英夫 建石　英夫 歯    歯外 H27.5.11

個人 たなか歯科 425-0062 焼津市中根新田１２４９ 054-623-5959 田中　和康 田中　和康 歯      H9.12.25

個人 ツネカワ歯科医院 425-0058 焼津市北新田２４５－６ 054-625-2757 恒川　敏英 恒川　敏英 歯    矯歯    H11.4.1

個人 豊田歯科クリニック 425-0086 焼津市小土９７－１ 054-629-6600 小原　功大 小原　功大 歯      R1.6.1

個人 なお歯科クリニック 425-0022
焼津市本町２－１４－１　
共栄ビル１Ｆ

054-620-2575 吉田　奈央 吉田　奈央
歯    小歯    歯
外   

H26.7.14

個人 中川歯科医院 425-0085 焼津市塩津２１７－３ 054-628-2318 中川　孝志 中川　孝志 歯      R3.4.1

個人 永田歯科医院 425-0022 焼津市本町１－１－２３ 054-629-3131 永田　喜彦 永田　喜彦 歯    小歯    H4.4.1

個人
西焼津八木歯科クリ
ニック

425-0075 焼津市西焼津２２－３ 054-620-2288 八木　兵衛 八木　兵衛
歯    矯歯    小
歯    歯外 

H20.3.10

個人 原崎歯科医院 421-0211 焼津市吉永７８２ 054-622-0934 原崎　郁子 原崎　郁子 歯    矯歯    H12.4.10

個人
原崎歯科大島クリニッ
ク

425-0066 焼津市大島５９０－１ 054-623-3777 原崎　充弘 原崎　充弘 歯      H1.10.30

個人 ファミリー歯科医院 425-0065 焼津市惣右衛門８３４－１ 054-623-0538 春田　良博 春田　良博 歯    小歯  H8.3.19

個人 ふかざわ歯科 425-0004 焼津市坂本３８３－１ 054-626-7111 深沢　直樹 深沢　直樹
歯    矯歯    小
歯　 

H9.6.2

個人 ポプラ歯科医院 421-0218 焼津市下江留１１３７－２ 054-662-2308 若林　久高 若林　久高 歯      H23.10.13

個人 本多こども歯科 425-0081 焼津市大栄町２－１－１ 054-626-2323 本多　正典 本多　正典 矯歯    小歯　 H23.6.13

個人 本町歯科医院 425-0022 焼津市本町１－５－２１ 054-629-0218 平岩　俊一 平岩　俊一 歯      S54.3.15

個人 増井歯科医院 425-0052 焼津市田尻３３０ 054-623-1281 増井　富久 増井　富久 歯      S55.1.11

個人 松浦歯科医院 425-0062 焼津市中根新田２２６－４ 054-623-2285 松浦　伸明 松浦　伸明 歯      S54.12.27

個人 港歯科医院 425-0021 焼津市中港３－４－１６ 054-626-0350 松浦　一雄 松浦　一雄 歯    矯歯  H2.7.5

個人
八木歯科三和クリニッ
ク

425-0064 焼津市三和１６０３ 054-623-1177 八木　順右 八木　順右 歯      S59.7.10

個人 やすもと歯科医院 425-0055 焼津市道原２８－１ 054-639-5489 安本　和由 安本　和由 歯    小歯 H28.3.3

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療
医療法人社団誠江会　モチヅ
キおかべ歯科クリニック

421-1131
藤枝市岡部町内谷９６４－
８

054-648-0071
医療法人社団誠
江会　

望月　誠
歯    矯歯    小
歯  

H20.2.1

医療
エール矯正歯科・こど
も歯科

426-0061 藤枝市田沼２－１５－３１ 054-634-4177
医療法人社団Ｏｒａ
ｆ

八木橋　敬介
矯歯    小歯    
小矯歯

H29.4.1

医療 小澤歯科医院 426-0082 藤枝市瀬古２－２２－２３ 054-646-0775
医療法人社団白
歯会

小澤　成之 歯      H6.4.14

医療 加茂矯正歯科医院 426-0061 藤枝市田沼３－４－１ 054-637-1008
医療法人社団恵
豊会

加茂　直久 矯歯      H15.1.1

医療 岸村歯科医院 426-0016 藤枝市郡字堀込１１３２ 054-644-2501
医療法人社団岸
村歯科医院

岸村　眞澄 歯      H1.6.1

医療 さくま歯科 426-0061 藤枝市田沼３－６－５ 054-636-7000
医療法人社団祥
歯会

佐久間　祥光
歯    小歯    歯
外     

H10.8.1

医療 原歯科医院 426-0051 藤枝市大洲２－６－８ 054-636-1900
医療法人社団あゆ
む会

原　禎幸 歯      H18.1.1

医療 ふくだ歯科医院 426-0066 藤枝市青葉町３－１５－７ 054-637-1101
医療法人社団恵
生会

福田　僚 歯      H12.5.19

医療 ホワイト歯科クリニック 426-0031 藤枝市築地３１４－４ 054-644-8148
医療法人社団ホワ
イト歯科クリニック

池谷　格 歯      H3.11.1

医療 村松歯科医院 426-0018 藤枝市本町２－１－３９ 054-641-1430
医療法人社団恭
英会

村松　英昭
歯    小歯    歯
外

R2.5.1

医療 やまもと歯科 426-0038 藤枝市東町１－２０ 054-646-1182
医療法人社団やま
もと

山本　竜 歯      H10.1.5

【藤枝市】

－121－



開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 青島歯科医院 426-0061 藤枝市田沼４－２１－２３ 054-635-1636 青島　孝之 青島　孝之 歯      S56.4.18

個人
あきやま歯科クリニッ
ク

426-0033
藤枝市小石川町１－２－１
０

054-641-7020 秋山　浩之 秋山　浩之
歯    小歯    歯
外

H30.9.5

個人 浅井歯科医院 426-0062 藤枝市高岡１－４－２５ 054-636-8241 浅井　武 浅井　武
歯    小歯    歯
外  

H12.4.3

個人 アライ歯科 426-0008 藤枝市鬼島５３６－２ 054-644-4477 新井　康元 新井　康元 歯      S59.5.10

個人 あるふぁ歯科 426-0041 藤枝市高柳１５５７－１６ 054-637-2345 秋庭　敬 秋庭　敬 歯    小歯    H9.8.19

個人 井口歯科 426-0034 藤枝市駅前３－１５－８ 054-645-4182 井口　茂樹 井口　茂樹 歯      H12.9.18

個人 井口歯科駅南 426-0067 藤枝市前島３－１－４６ 054-636-7600 井口　英樹 井口　英樹 歯      H28.8.18

個人 池谷歯科医院 426-0034 藤枝市駅前１－１３－２３ 054-643-6171 池谷　茂樹 池谷　茂樹
歯    矯歯    小
歯    歯外

H28.8.3

個人 いしかわ歯科 426-0082 藤枝市瀬古２－４－８ 054-643-4618 石川　健 石川　健
歯    矯歯    小
歯    歯外 

H29.7.10

個人
いのくま歯科・矯正歯
科

426-0037 藤枝市青木２－３４－９ 054-646-5618 猪熊　健一 猪熊　健一
歯    矯歯    小
歯    歯外 

H21.2.4

個人 いのまた歯科医院 426-0001 藤枝市仮宿１３３４－１ 054-646-8110 猪股　健二 猪股　健二 歯    小歯    H5.12.17

個人 NPデンタルクリニック 426-0061 藤枝市田沼１－４－１９ 054-631-5666 岩邊　成隆 岩邊　成隆
歯    矯歯    小
歯    歯外 

R2.10.13

個人 おおいし歯科医院 426-0013 藤枝市立花２－６－６ 054-645-2251 大石　和久 大石　和久 歯    小歯    H3.3.1

個人 岡歯科医院 426-0051 藤枝市大州４－１４－１０ 054-635-5141 岡　恵一郎 岡　恵一郎
歯    小歯    歯
外     

S57.4.1

個人 岡本歯科医院 421-1131
藤枝市岡部町内谷９４８－
１１

054-667-3735 岡本　康雄 岡本　康雄 歯      H2.3.5

個人 河野歯科医院 426-0047 藤枝市与左衛門４６８－１ 054-636-5568 河野　吉紀　 河野　吉紀 歯      H4.3.19

個人 後藤歯科医院 426-0018 藤枝市本町２－２－２５ 054-641-3937 後藤　尚昭 後藤　尚昭
歯    矯歯    小
歯  

H20.10.18

個人 桜デンタルクリニック 426-0011 藤枝市平島１４３４－５ 054-643-1188 桑原　伸吉 桑原　伸吉
歯    矯歯    小
歯    歯外 

H20.12.17

個人 すぎやま歯科医院 426-0066 藤枝市青葉町４－２－１７ 054-636-6480 杉山　仁 杉山　仁
歯    矯歯    小
歯    歯外 

H25.3.11

個人
スマート・デンタル・オ
フィス

426-0087
藤枝市音羽町２－１４－１
２

054-644-0264 大橋　克巳 大橋　克巳
歯    小歯    歯
外 

H21.10.15

個人 駿河台井澤歯科 426-0077 藤枝市駿河台２－１－６ 054-644-1182 井澤　雅博 井澤　雅博 歯      H1.4.13

個人
そのだ歯科・口腔外科
クリニック

426-0075 藤枝市瀬戸新屋２４４－２ 054-647-6006 薗田　直志 薗田　直志
歯    小歯    歯
外  

H29.7.6

個人
滝本歯科口腔外科クリ
ニック

426-0015
藤枝市五十海４－１４－１
３

054-647-6600 滝本　明 滝本　明 歯    歯外  H26.11.1

個人 竹中歯科医院 426-0046 藤枝市高洲１－１７－５ 054-636-6777 竹中　寛 竹中　寛 歯    小歯    H5.6.30

個人 時ヶ谷歯科クリニック 426-0204 藤枝市時ヶ谷３９９－３ 054-644-9300 望月　祥和 望月　祥和 歯    小歯    H19.10.5

個人 鳥居歯科医院 426-0044 藤枝市大東町１０３８ 054-636-4814 鳥居　修一 鳥居　修一 歯    小歯    H3.3.5

個人 ながい歯科 426-0201 藤枝市下藪田９２ 054-625-8410 永井　良平 永井　良平
歯    小歯    歯
外  

H30.3.8

個人 永井歯科クリニック 426-0006 藤枝市藤岡５－２０－４ 054-644-3500 永井　隆治 永井　隆治 歯      S62.3.3

個人 にしかわ歯科医院 426-0041 藤枝市高柳２－９－３ 054-637-0755 西川　亮 西川　亮 歯    小歯  H25.3.8

個人 二宮歯科医院 421-1131 藤枝市岡部町内谷５８ 054-667-0145 二宮　信彦 二宮　信彦
歯    小歯    歯
外  

H16.1.1

個人 パール歯科医院 426-0044 藤枝市大東町４４６ 054-636-1253 中原　邦芳 中原　邦芳 歯      H1.3.24

個人 はせがわ歯科 426-0028 藤枝市益津下５５－１ 054-647-2500 長谷川　眞康 長谷川　眞康
歯    矯歯    小
歯  

H11.4.18

個人
はっとり歯科・矯正歯
科

426-0087 藤枝市音羽町３－２－８ 054-644-2256 服部　光一 服部　公一
歯    矯歯    小
歯    歯外

H30.7.10

個人 陽だまり佐野歯科 426-0009 藤枝市八幡７０－１ 054-646-4500 佐野　陽彦 佐野　陽彦 歯    小歯 H25.3.7

個人 ひよこ歯科 426-0046 藤枝市高洲７８－２８ 054-637-0001 高橋　裕子 高橋　裕子
歯    矯歯    小
歯  

H12.4.3

個人 ふくろう歯科 426-0005 藤枝市水守２－１４－６ 054-643-2960 小倉　章暢 小倉　章暢
歯    矯歯    小
歯    歯外

H23.8.18

個人 藤枝歯科 426-0031 藤枝市築地５２２－２ 054-644-1033 小杉　正明 小杉　正明 歯    歯外    S54.3.24

－122－



開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 ふたば歯科医院 426-0075 藤枝市瀬戸新屋１４４－２ 054-643-6116 齋藤　光輝 齋藤　光輝 歯      H10.5.1

個人 細井歯科 426-0046 藤枝市高洲４８－２６ 054-636-6731 細井　雅晃 細井　雅晃
歯    矯歯    小
歯  

H5.6.17

個人
松下歯科オーラルクリ
ニック

426-0062 藤枝市高岡３－２５－１５ 054-636-1291 松下　喜彦 松下　喜彦
歯    矯歯    小
歯    歯外

H30.3.10

個人 みぞぐち歯科医院 426-0033
藤枝市小石川町２－１２－１５　
小石川ポケットタウン１０２号 054-270-4182 溝口　正博 溝口　正博 歯      H20.9.16

個人 溝越歯科医院 426-0202 藤枝市上薮田１３－１０ 054-638-1184 溝越　俊二 溝越　俊二 歯      H3.4.1

個人 緑の森歯科 426-0026 藤枝市岡出山１－７－１９ 054-646-2121 村松　安盛　 村松　安盛 歯    小歯    H7.2.8

個人 八木橋歯科医院 426-0066 藤枝市青葉町２－１－５７ 054-636-1153 八木橋　謙二 八木橋　謙二 歯    小歯  S57.11.15

個人
れんげじ歯科クリニッ
ク

426-0014 藤枝市若王子３丁目１－１ 054-646-4182 佐藤　史明 佐藤　史明
歯    小歯    歯
外 

H29.4.14

個人 若林歯科医院 426-0074
藤枝市水上字榎田１１６－
１

054-644-4646 若林　秀典 若林　秀典 歯      S59.9.19

個人 和田歯科医院 426-0034 藤枝市駅前２－４－２１ 054-641-0860 和田　雅之 和田　雅之 歯      H29.1.25

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 相良歯科クリニック 421-0514 牧之原市菅ケ谷２５６－７ 0548-52-6666
医療法人社団健
晴会

笠村　健一朗
歯    矯歯    小
歯  

H12.6.1

医療 ファミリー歯科 421-0526 牧之原市大沢８３１－５ 0548-52-5520
医療法人社団桜
樹会

伊能　秀一
歯    矯歯    小
歯    歯外   

H22.11.1

医療 みどり歯科 421-0421
牧之原市細江１４０９－１　
メゾン杉山１階

0548-22-6480
医療法人社団湯
島会

清水　元 歯      H12.12.1

個人 石井歯科医院 421-0422 牧之原市静波３６５－１４ 0548-22-0652 石井　よしひこ 石井　よしひこ 歯      H11.1.5

個人 植田歯科医院 421-0526 牧之原市大沢１－６ 0548-52-1281 植田　アキラ　 植田　アキラ　 歯      S54.11.1

個人 榎田歯科医院 421-0421 牧之原市細江４５２１－１ 0548-22-0114 榎田　中外 榎田　中外 歯      H5.3.1

個人 おおい歯科クリニック 421-0421 牧之原市細江６０７２－３ 0548-22-1129 大井　通 大井　通 歯    小歯    H9.3.17

個人 大角歯科医院 421-0523 牧之原市波津７５４ 0548-52-0072 大角　俊 大角　俊 歯      H18.6.1

個人 奥山歯科医院 421-0524 牧之原市須々木７５７ 0548-52-0502 奥山　博史 奥山　博史 歯      S62.4.6

個人 川田歯科医院 421-0523 牧之原市波津４３９ 0548-52-0147 川田　和重 川田　和重 歯      H6.12.1

個人 グリーン歯科クリニック 421-0532 牧之原市地頭方９５－１ 0548-58-0226 浅岡　伸一郎 浅岡　伸一郎 歯    小歯    H21.1.5

個人 黒木歯科医院 421-0422 牧之原市静波１３９４－６ 0548-22-0208 黒木　潔治　 黒木　潔治 歯      H6.1.1

個人
ＳＡＫＯ　ＤＥＮＴＡＬ　Ｃ
ＬＩＮＩＣ

421-0414 牧之原市勝俣１８０７－１ 0548-22-0107 西野　辰太郎 西野　辰太郎
歯　小歯　歯外　
矯歯

R4.4.1

個人 柴田歯科医院 421-0422 牧之原市静波２８４１－４ 0548-22-1404 柴田　和宏 柴田　和宏 歯      S62.11.16

個人 辻歯科医院 421-0422 牧之原市静波２４６６ 0548-22-0223 辻　右行 辻　右行
歯    矯歯    小
歯  

S49.1.1

個人 ひろみち歯科 421-0412 牧之原市坂部３９４２－１ 0548-29-1180 中島　宏通 中島　宏通
歯    矯歯    小
歯  

H10.10.2

個人 前田歯科医院 421-0421 牧之原市細江２７７９－１ 0548-22-5325 前田　恵三 前田　恵三 歯      S56.6.12

個人 山村歯科医院 421-0522 牧之原市相良３３５－１ 0548-52-0017 山村　敬彦 山村　敬彦
歯    矯歯    小
歯  

H26.6.13

個人 山本歯科医院 421-0523 牧之原市波津５９５－４ 0548-52-3512 山本　繁 山本　繁 歯      H1.8.17

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 鈴木歯科医院 421-0304
榛原郡吉田町神戸２１４５
－７

0548-32-3737
医療法人社団L＆
S

鈴木　健雄
歯    矯歯    小
歯    歯外 

R3.8.1

医療
ソフィアデンタルクリ
ニック

421-0301
榛原郡吉田町住吉１２７０
－１

0548-23-9300
医療法人社団桜
樹会

中山　成彦
歯    矯歯    小
歯    歯外 

H22.11.1

医療 ライン歯科 421-0304
榛原郡吉田町神戸７０３－
１

0548-33-3003
医療法人社団雄
真会

渡部　雄介 歯    矯歯  H9.8.1

【牧之原市】

【榛原郡吉田町】
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 良知歯科医院 421-0301
榛原郡吉田町住吉３５５－
３

0548-32-7683
医療法人社団良
知歯科医院

良知　義弘
歯    矯歯    小
歯  

H2.5.1

個人 赤堀歯科医院 421-0303 榛原郡吉田町片岡２１１９ 0548-33-3015 赤堀　仁則 赤堀　仁則 歯 H31.1.1

個人 駒形歯科医院 421-0303 榛原郡吉田町片岡５９－５ 0548-34-3200 駒形　弘俊 駒形　弘俊 歯    小歯    H15.10.28

個人 高成田歯科医院 421-0303 榛原郡吉田町片岡１５７１ 0548-32-0155 高成田　哲 高成田　哲 歯      H8.7.1

個人 中島歯科医院 421-0301
榛原郡吉田町住吉７３３－
３

0548-32-1058 中島　正人 中島　正人 歯      S59.11.1

個人 萩原歯科医院 421-0302
榛原郡吉田町川尻１３９８
－３

0548-33-0250 萩原　徹 萩原　徹 歯      H4.6.1

個人 平井歯科医院 421-0301
榛原郡吉田町住吉１９７６
－４

0548-32-0548 平井　寿博 平井　寿博 歯      H6.6.16

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 小澤歯科医院 428-0314
榛原郡川根本町下長尾２
５６－４

0547-56-0023
医療法人社団白
歯会

小澤　成之 歯      S38.6.26

個人 小林歯科医院 428-0313
榛原郡川根本町上長尾８
３１

0547-56-1815 小林　慎介 小林　慎介 歯      H15.5.16

個人 中川根渡辺歯科医院 428-0301
榛原郡川根本町徳山３３６
－１

0547-57-2666 渡辺　克也 渡辺　克也 歯      H5.11.4

個人 山本歯科医院 428-0301 榛原郡川根本町徳山８５２ 0547-57-2120 山本　正哉 山本　正哉 歯      H11.6.9

【榛原郡川根本町】
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８．西部保健所

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 市野歯科医院 438-0078 磐田市中泉４－６－１４ 0538-37-0648
医療法人　社団あ
おば会

市野　孝昌
歯    矯歯    小
歯    歯外

H27.7.1

医療
医療法人社団郁淳会
西貝デンタルクリニック

438-0026 磐田市西貝塚２２８３ 0538-39-4111
医療法人　社団郁
淳会

早野　斉 歯    小歯 H20.4.17

医療
医療法人社団北島歯
科医院

438-0017
磐田市安久路２－２２－３
５

0538-37-1011
医療法人　社団北
島歯科医院

北島　一 歯      H13.7.1

医療
医療法人社団日吉会
牧野歯科医院

438-0086 磐田市見付２９０９－３５ 0538-35-5554
医療法人　社団日
吉会

牧野　路生
歯    矯歯    小
歯    歯外

H26.12.1

医療
医療法人社団日吉会牧野
歯科医院豊岡診療所

438-0121 磐田市神増５６－１ 0539-62-1108
医療法人　社団日
吉会

甲賀　良平
歯    小歯    歯
外  

H9.1.20

医療 いわた南歯科 438-0074 磐田市二之宮１０２６ 0538-33-0055
医療法人社団Ｄｅ
ｎｔａｌＱＯＬ

林　直樹
歯    小歯    歯
外  

H26.1.1

医療 宇於崎歯科医院 438-0086 磐田市見付３７８４－１ 0538-33-5101
医療法人　社団順
風会

宇於崎　隆 歯    小歯    H24.5.1

医療 原歯科医院 437-1203 磐田市福田３１０９ 0538-55-4321
医療法人　社団広
友会

原　基 歯    小歯  H2.7.2

医療
彦坂歯科医院豊田町
診療所

438-0821 磐田市立野２０２４－８ 0538-36-5117
医療法人　社団ふ
よう会

若林　光
歯    矯歯    小
歯    歯外

H7.9.19

医療 ビタミンＣ歯科 438-0078 磐田市中泉６７５－１ 0538-39-2002
医療法人　社団顕
正会

中山　高志 歯    矯歯 H18.1.19

医療 松浦矯正歯科 438-0078
磐田市中泉２－１－２ＥＡＳＴ
ＦＬＡＴ’９８　ＡＮＮＥＸ1階 0538-31-0418

医療法人社団　積
成会

松浦　久 歯    矯歯 R3.7.1

医療 友愛歯科クリニック 438-0083
磐田市富士見町４－１１－
７

0538-35-0007
医療法人　社団健
晴会

幸崎　日出男
歯    矯歯    小
歯

H12.2.1

個人 あき歯科クリニック 438-0078
磐田市中泉４９７－１　天
平のまち２階

0538-33-8405 鈴木　章彦 鈴木　章彦
歯    矯歯    小
歯    歯外

H15.6.20

個人 あつみ歯科 438-0077 磐田市国府台２５－１ 0538-21-0888 渥美　哲昭 渥美　哲昭 歯      H11.1.14

個人 石川歯科医院 437-1203 磐田市福田１２３７－１ 0538-58-1267 石川　陽己 石川　陽己 歯      H26.1.1

個人 稲垣歯科医院 438-0078 磐田市中泉３３１－２ 0538-32-3297 稲垣　一臣 稲垣　一臣 歯      S50.1.1

個人 大竹歯科医院 438-0078 磐田市中泉２３０－４ 0538-35-5151 大竹　伸明 大竹　伸明
歯    小歯    歯
外  

H26.4.1

個人 大竹城之崎歯科医院 438-0084 磐田市城之崎１－１４－２ 0538-35-7338 大竹　隆 大竹　隆 歯      S58.4.30

個人 おかだ歯科医院 438-0086 磐田市見付１８６１－１ 0538-21-5084 岡田　優 岡田　優 歯    矯歯 H12.7.3

個人 おぐら歯科医院 438-0805 磐田市池田１０４３－３ 0538-34-5552 小椋　剛 小椋　剛 歯    小歯    H9.9.17

個人 オリーブ歯科クリニック 438-0824 磐田市赤池１７０－２ 0538-24-8811 大和田　和学 大和田　和学
歯    小歯    矯
歯

H30.6.1

個人 オレンジ歯科医院 438-0804 磐田市加茂１１８３－１ 0538-33-7711 大角　一郎 大角　一郎 歯    小歯    H30.1.1

個人 一成歯科 437-1203 磐田市福田２４０２－１ 0538-58-3000 寺田　一成 寺田　一成 歯    歯外 H6.10.20

個人 かとう歯科クリニック 438-0018 磐田市三ヶ野台３０－７ 0538-36-8787 加藤　将太 加藤　将太 歯    小歯    H26.1.6

個人 木瀬歯科医院 438-0086 磐田市見付１２１９－１０ 0538-35-3221 川島　尚子 川島　尚子
歯    小歯    歯
外     

H31.4.1

個人 木瀬歯科医院 438-0834 磐田市森下３０－２ 0538-35-4803 木瀬　雅充 木瀬　雅充 歯    小歯    S54.7.1

個人 きどがみ歯科医院 438-0838
磐田市小立野２５２　カネ
イチビル２階

0538-36-2378 木戸上　幸司 木戸上　幸司 歯    小歯    H3.5.13

個人 キムラ歯科医院 438-0215 磐田市小中瀬村北３ 0538-66-8311 木村　譲一 木村　譲一 歯    小歯    H4.4.29

個人 桑原歯科医院 438-0086 磐田市見付５８８９－２ 0538-36-1000 桑原　新之介 桑原　新之介
歯    小歯    歯
外

H20.7.1

個人 小林歯科医院 438-0086 磐田市見付５８２３－７ 0538-32-2552 小林　慶一 小林　慶一 歯    小歯    H17.1.1

個人 サイトウ歯科 438-0078
磐田市中泉３７５　リベーラ
磐田１１１

0538-39-2070 齋藤　滋子 齋藤　滋子 歯      H20.5.28

個人 さいとう歯科クリニック 438-0812 磐田市海老塚６１４ 090-9786-5532 齋藤　直人 齋藤　直人 歯 H20.6.16

個人 さかた歯科医院 438-0121 磐田市神増３４８－１ 0539-62-1003 坂田　充啓 坂田　充啓 歯    小歯 H19.9.18

個人 歯科クリニックあやな 437-1204 磐田市福田中島２１１－２ 0538-55-0255 間遠　綾子 間遠　綾子 歯    小歯    H13.4.26

個人
鹿の森デンタルクリ
ニック

438-0024 磐田市明ケ島９４３－５ 0538-86-6463 高橋　敏克 高橋　敏克
歯    小歯    歯
外

H28.1.7

個人 しのはら歯科医院 438-0045 磐田市上岡田９９４－１０ 0538-34-7600 篠原　紀男 篠原　紀男 歯    小歯 S61.2.17

【磐田市】
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 新村歯科医院 438-0086 磐田市見付２７８３－１０ 0538-37-5100 新村　泰憲 新村　泰憲 歯      S62.10.1

個人 すぎやま歯科 438-0086 磐田市見付１６９７－２ 0538-35-8260 杉山　安平 杉山　安平 歯 H26.3.7

個人 鈴木歯科医院 438-0078 磐田市中泉２９８２－１ 0538-35-1234 鈴木　紳之 鈴木　紳之
歯    小歯    歯
外

S56.12.21

個人 すずき歯科クリニック 438-0084 磐田市城之崎４－９－１４ 0538-35-7386 鈴木　厚 鈴木　厚
歯    矯歯    小
歯

S52.11.5

個人 鈴木歯科クリニック 438-0231 磐田市豊岡６８０１－１ 0538-66-8148 鈴木　義仁 鈴木　義仁 歯    小歯    H9.3.5

個人 たかはし歯科医院 438-0234 磐田市掛塚４７１－１ 0538-66-5670 高橋　良彦 高橋　良彦 歯      H6.8.19

個人 たかやなぎ歯科医院 438-0057 磐田市千手堂５４７－１ 0538-33-0555 高柳　公 高柳　公 歯    小歯 H18.10.4

個人 田村歯科医院 438-0231 磐田市豊岡５９６５－１４ 0538-66-4800 田村　享生 田村　享生 歯    矯歯    S60.8.19

個人 つたほ歯科医院 438-0205 磐田市堀之内１６４０－８ 0538-66-4811 蔦保　琢巳 蔦保　琢巳 歯    矯歯    S62.11.11

個人 寺田歯科医院 438-0078 磐田市中泉２９７０－１３ 0538-32-2641 寺田　浩 寺田　浩 歯      H2.1.4

個人 寺田歯科医院 437-1203 磐田市福田６６７－３ 0538-58-1246 寺田　昌史 寺田　昌史 歯      S62.7.4

個人 てらだ歯科医院 438-0047 磐田市豊島１４１４－７ 0538-34-6004 寺田　範孝 寺田　範孝
歯    矯歯    小
歯   

H26.4.1

個人 デンタルクリニック岡田 438-0088 磐田市富士見台１０－４ 0538-32-2891 岡田　大輔 岡田　大輔 歯 H30.10.1

個人 富が丘歯科 438-0803 磐田市富丘８７４－４ 0538-37-9398 伊藤　圭吾 伊藤　圭吾
歯    小歯    歯
外

H11.4.1

個人 とよおか歯科医院 438-0115 磐田市上神増９５２－３ 0539-62-9989 後藤　佳文 後藤　佳文 歯 R3.8.10

個人 とよだ歯科 438-0814 磐田市気子島１３６９－１ 0538-37-7769 森西　孝次 森西　孝次 歯    小歯 H18.1.4

個人 鳥之瀬歯科クリニック 438-0072 磐田市鳥之瀬１２４－１ 0538-33-4181 村上　吉人 村上　吉人
歯     矯歯    
小歯    歯外

H8.5.1

個人 とんぼ歯科医院 438-0016 磐田市岩井３３５７－２ 0538-33-0014 鈴木　雄彦 鈴木　雄彦
歯    小歯    歯
外  

H14.8.1

個人 なかがわ歯科医院 438-0816 磐田市宮之一色８３３－３ 0538-36-5500 中川　主夫 中川　主夫
歯    矯歯    小
歯    歯外  

H3.11.19

個人 西尾歯科医院 438-0078 磐田市中泉１９４４－１ 0538-32-2614 西尾　隆太郎 西尾　隆太郎
歯    矯歯    小
歯 

H29.12.15

個人 のだ歯科医院 438-0078 磐田市中泉３－９－１ 0538-33-6000 野田　俊樹 野田　俊樹
歯    小歯    歯
外  

H25.2.18

個人
長谷川デンタルクリ
ニック

438-0803 磐田市富丘１７４－６ 0538-37-6487 長谷川　滋 長谷川　滋
歯    小歯    歯
外

R2.11.10

個人 早川歯科医院 438-0805 磐田市池田３６３－１　２階 0538-33-8211 早川　潤一郎 早川　潤一郎
歯    矯歯    小
歯  

H16.1.20

個人
ひまわり歯科クリニッ
ク

438-0833 磐田市弥藤太島５５７－１ 0538-84-7701 武　英男 武　英男
歯    矯歯    小
歯    歯外  

H24.9.5

個人 深谷歯科医院 438-0235 磐田市白羽１３４ 0538-66-2502 深谷　哲司 深谷　哲司
歯    矯歯    小
歯    歯外

H8.9.5

個人 前島歯科医院 438-0074 磐田市二之宮７３０－１ 0538-32-6815 前島　教次 前島　教次
歯    矯歯    小
歯

S49.9.8

個人 宮崎歯科医院 438-0822 磐田市上本郷２１３－５ 0538-37-6460 宮崎　次夫 宮崎　次夫 歯      H2.11.1

個人 守田歯科医院 438-0804 磐田市加茂１０２２ 0538-37-1678 守田　克己 守田　克己 歯      S60.9.20

個人 山口歯科医院 438-0067 磐田市草崎８４５ 0538-37-0114 山口　貴弘 山口　貴弘 歯    小歯    H7.12.1

個人 山下歯科医院 438-0113 磐田市新開４０７ 0539-62-2143 山下　巌 山下　巌
歯    矯歯    小
歯    歯外

H26.1.9

個人 やまなか歯科医院 438-0036 磐田市大立野１７８ 0538-37-1721 山中　浩矢 山中　浩矢
歯    矯歯    小
歯  

H23.10.4

個人 レモン歯科 438-0074 磐田市二之宮４３０－１ 0538-24-8282 松野　高広 松野　高広 歯    矯歯 H31.3.14

個人 わたべ歯科医院 438-0002 磐田市大久保６７９－１２ 0538-38-5515 渡部　眞奈美 渡部　眞奈美
歯    矯歯    小
歯  

H8.8.19

個人 わたりうえ歯科医院 438-0077 磐田市国府台５５－３ 0538-36-1155 渡上　健三 渡上　健三 歯      S57.4.1

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 あんり歯科医院 436-0111 掛川市本郷３４－１ 0537-26-4611
医療法人社団あん
り歯科医院

毛利　光江
歯  矯歯  小歯  
歯外

H27.11.1

医療
医療法人社団いちか
わ矯正歯科クリニック

436-0052 掛川市柳町５１ 0537-62-6270
医療法人社団いちか
わ矯正歯科クリニック 市川　恵介 矯歯      H27.10.21

【掛川市】
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療
医療法人社団トヨタ矯
正歯科クリニック

436-0029 掛川市南１－１２－１１ 0537-23-4600
医療法人　社団トヨタ
矯正歯科クリニック 豊田　宏 矯歯      H21.7.24

医療 大須賀歯科クリニック 437-1301 掛川市横須賀９０３－５ 0537-48-0900
医療法人　社団桜
樹会

濱本　貴士
歯    矯歯    小
歯    歯外

H17.4.1

医療 かけがわ中央歯科 436-0068 掛川市御所原１８－１０ 0537-23-4618
医療法人社団Ｄｅ
ｎｔａｌＱＯＬ

長澤　貴子
歯    小歯    歯
外

H28.11.7

医療
掛川ファミリー歯科クリ
ニック

436-0043 掛川市大池３８５－１ 0537-22-4500
医療法人　社団桜
樹会

泉田　英俊
歯    矯歯    小
歯    歯外

H16.1.1

医療 葛ケ丘歯科医院 436-0087 掛川市大多郎１６０ 0537-24-6117
医療法人　社団葛
ケ丘歯科医院

山本　邦博
歯    小歯    歯
外

H2.7.1

医療 中島歯科医院 437-1402 掛川市中方１７９－３ 0537-74-4311
医療法人社団ナカ
ジマ

中島　美奈子
歯    矯歯    小
歯  

H29.4.1

医療 ながや歯科クリニック 436-0047 掛川市長谷１丁目３０－６ 0537-22-8143
医療法人　社団龍
光会

小澤　信司 歯    小歯    H15.3.14

医療 長谷川歯科医院 436-0111 掛川市本郷１４０４－４ 0537-26-0888
医療法人社団 輝
稔会

長谷川　昌輝
歯    矯歯    小
歯    歯外

H30.4.1

医療
牧野歯科医院大東診
療所

437-1421 掛川市大坂１１４６－３ 0537-72-5554
医療法人社団　瑞
歯

牧野　尚子
歯    矯歯    小
歯    歯外

R31.12

個人 青葉歯科 436-0017 掛川市杉谷１－１－７ 0537-22-0484 小島　功嗣 小島　功嗣
歯    小歯    歯
外

H4.2.1

個人 アラキ歯科医院 436-0029 掛川市南１－３－１５ 0537-24-6613 瀧口　映子 瀧口　映子
歯    小歯    矯
歯

H30.8.1

個人 有海歯科医院 436-0056 掛川市中央２－１－４ 0537-24-2201 有海　司郎 有海　司郎 歯      S60.5.18

個人 家代デンタルクリニック 436-0027 掛川市家代の里２－３－１ 0537-29-8148 村埜　啓真 村埜　啓真
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.4.7

個人 いさき歯科クリニック 437-1407 掛川市小貫１４５０－１ 0537-63-2200 尾澤　誠 尾澤　誠
歯    矯歯    小
歯    歯外 

H11.3.5

個人 泉地歯科医院 436-0045 掛川市小鷹町３１ 0537-24-7221 泉地　裕太 泉地　裕太 歯      S57.11.2

個人 うめた歯科クリニック 436-0056 掛川市中央１－１７－１ 0537-22-1182 埋田　道子 埋田　道子 歯    小歯    H2.1.19

個人 梅津歯科医院 436-0066 掛川市谷ノ口町６９－２ 0537-24-4618 梅津　健吉 梅津　健吉 歯      S56.3.1

個人 岡田歯科医院 437-1301 掛川市横須賀１４４９－１ 0537-48-2118 岡田　真和 岡田　真和 歯      R3.1.1

個人 小野田歯科医院 436-0052 掛川市柳町５８－２ 0537-22-2406 小野田　好宏 小野田　好宏
歯    小歯     
矯歯    

H24.4.1

個人
オリエント歯科クリニッ
ク

436-0026
掛川市下俣南１－１９－１
１

0537-24-2422 仕黒　宣行 仕黒　宣行 歯    歯外 H3.5.1

個人
かつみ歯科・こども歯
科

436-0030 掛川市杉谷南２－９－１２ 0537-23-8857 鈴木　勝巳 鈴木　勝巳 歯    小歯    H24.1.1

個人 きむら歯科 436-0051 掛川市中宿２００ 0537-24-5100 木村　重明 木村　重明 歯    小歯    H22.2.16

個人 くりた歯科 436-0062 掛川市旭ケ丘１－３－７ 0537-23-8711 栗田　新也 栗田　新也
歯    小歯     
矯歯    

H5.2.1

個人 近藤歯科医院 436-0027 掛川市久保２－１６－１４ 0537-23-5000 近藤　均 近藤　均 歯    小歯    H2.9.11

個人 近藤歯科クリニック 436-0077 掛川市中央１－６－９ 0537-62-6211 近藤　和也 近藤　和也
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.2.1

個人 桜木歯科 436-0224 掛川市富部９５０－４ 0537-24-8151 村上　哲也 村上　哲也 歯    小歯    S61.6.19

個人 さの歯科クリニック 437-1416 掛川市三俣５８４－２ 0537-72-2585 佐野　恭子 佐野　恭子
歯  小歯    矯
歯    

H29.7.1

個人 さらしな歯科医院 436-0025 掛川市下俣１９２－７ 0537-23-8808 晒名　正人 晒名　正人
歯    矯歯    小
歯  

H25.3.15

個人 すずき歯科 436-0112 掛川市細谷６７１ 0537-24-7400 鈴木　秀寿 鈴木　秀寿
歯    矯歯    小
歯  

S58.6.17

個人 たしろ歯科医院 436-0031 掛川市高御所１４３８－５ 0537-25-7102 田代　周平 田代　周平
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.3.2

個人 田中歯科医院 436-0222 掛川市下垂木１０７４－８ 0537-22-8820 田中　誠一 田中　誠一 歯    小歯    H7.8.3

個人 たまり歯科 436-0011 掛川市満水１２－１６ 0537-25-7887 岩内　浩司 岩内　浩司
歯    矯歯    小
歯  

H30.9.1

個人 つばさ歯科 437-1421 掛川市大坂５６４１ 0537-72-6480 恩田尚余 恩田　尚余 歯    小歯 H26.11.1

個人 中央歯科クリニック 436-0056 掛川市中央３－７８ 0537-21-4182 近藤　信嘉 近藤　信嘉 歯    小歯    H15.3.14

個人 戸塚歯科 436-0342 掛川市上西郷５３５－３ 0537-21-0521 戸塚　英竜 戸塚　英竜 歯    小歯    H7.12.14

個人
はかまだ歯科上内田
診療所

436-0015 掛川市和田１９７－２ 0537-23-8888 袴田　和彦 袴田　和彦 歯    矯歯    H15.3.27

個人
長谷川歯科医院七日
町クリニック

436-0058 掛川市七日町１７７ 0537-29-6512 長谷川　清稔 長谷川　清稔
歯    矯歯    小
歯    歯外

H25.4.10
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 ホワイト歯科 437-1424 掛川市浜野１９５６－１ 0537-72-5000 安間　啓之 安間　啓之 歯　小歯　歯外 S60.2.1

個人 まさい歯科医院 437-1304 掛川市西大渕４３８３ 0537-48-6800 政井　実 政井　実
歯    矯歯    小
歯  

H8.3.1

個人 まつ歯科 436-0043 掛川市大池２７６４－１ 0537-62-1186 松浦　秀之 松浦　秀之
歯    小歯    歯
外  

H13.10.18

個人 三浦歯科医院 436-0054 掛川市城西１－１２－１７ 0537-22-3459 三浦　菜美子 三浦　菜美子 歯      H12.10.18

個人 水野歯科クリニック 436-0075 掛川市仁藤町６－１ 0537-24-7305 水野　重康 水野　重康
歯    小歯    歯
外

H12.8.1

個人 みね歯科医院 436-0006 掛川市本所３－１ 0537-27-2622 岡本　正志 岡本　正志 歯    小歯   H25.5.20

個人 山本歯科医院 436-0056 掛川市中央１－４－１３ 0537-22-7311 山本　雅司 山本　雅司 歯      H25.1.1

個人 横井歯科医院 436-0086 掛川市宮脇２－１１－１０ 0537-24-8212 横井　雅 横井　雅
歯    矯歯    小
歯  

H6.11.7

個人
よここうじデンタルクリ
ニック

436-0342 掛川市上西郷３２７－１ 0537-62-6000 横小路　幸高 横小路　幸高
歯    矯歯    小
歯    歯外

H28.3.8

個人 渡邉歯科医院 437-1304 掛川市西大渕２２８－２ 0537-48-6100 渡邉　昇 渡邉　昇 歯    小歯 H2.5.1

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 すずき歯科医院 437-0023 袋井市高尾１７８０ 0538-42-8400
医療法人　社団八
龍会

鈴木　龍
歯    矯歯    小
歯    歯外 

H16.3.22

医療 スマイル歯科 437-1101 袋井市浅羽１１４－３ 0538-23-6480
医療法人社団　瑞
歯

牧野　真也
歯    小歯    歯
外  

H25.12.1

医療 ふくろい上山梨歯科 437-0125 袋井市上山梨５－１１－４ 0538-30-1818
医療法人社団Ｄｅ
ｎｔａｌ　ＱＯＬ

玉内　雅偉
歯    小歯    歯
外

R2.9.1

医療 ふくろい中央歯科 437-0065 袋井市堀越２－２１－１３ 0538-43-4182
医療法人社団Ｄｅ
ｎｔａｌ　ＱＯＬ

花之内　章文
歯    小歯    歯
外

H27.6.1

医療
袋井ファミリー歯科クリ
ニック

437-0125 袋井市上山梨４－１－２ 0538-49-5300
医療法人　社団桜
樹会

吉田　健吾
歯    矯歯    小
歯    歯外

H16.4.20

医療 みどり歯科医院 437-0065 袋井市堀越３－１０－８ 0538-42-9910
医療法人　社団創
世会

鈴木　つや子 歯    小歯    H10.1.5

個人 いくかわ歯科医院 437-0052 袋井市太田５３－１ 0538-41-3400 生川　善教 生川　善教 歯    小歯    H13.4.20

個人
小原歯科医院月見里
診療所

437-0125
袋井市上山梨２丁目１１－
３

0538-30-1375 小原　信 小原　信
歯    矯歯    小
歯    歯外

H13.10.5

個人 おはら豊沢歯科医院 437-0028 袋井市神長１６－１ 0538-44-8800 小原　仁 小原　仁
歯    小歯    歯
外  

H9.8.1

個人 川瀬歯科医院 437-0122 袋井市春岡１丁目１－１５ 0538-49-2800 川瀬　昌洋 川瀬　昌洋 歯    小歯    H13.11.2

個人 たしろ歯科医院 437-0027 袋井市高尾町２４－１５ 0538-42-4010 田代　悦章 田代　悦章 歯      H15.4.1

個人 たもつ歯科 437-1122 袋井市浅岡２５０－１ 0538-23-1188 内田　保 内田　保 歯      H7.1.18

個人 富田歯科 437-0064 袋井市川井９６３－６ 0538-44-4578 富田　貴之 富田　貴之 歯    小歯    H12.2.18

個人 西尾歯科医院 437-0022 袋井市方丈３－４－８ 0538-43-5050 西尾　美由記 西尾　美由記
歯    小歯    歯
外

H25.4.1

個人 野末歯科医院 437-0123 袋井市下山梨２００１－５ 0538-49-1110 野末　章司 野末　章司 歯      S62.5.19

個人 はやし歯科クリニック 437-0015 袋井市旭町２－４－３８ 0538-44-1182 林　晃弘 林　晃弘
歯    矯歯    小
歯    歯外

H28.10.13

個人 袋井第一歯科 437-0016 袋井市葵町２丁目１－５ 0538-42-6688 大庭　豊 大庭　豊
歯    矯歯    小
歯  

H17.4.28

個人 ふじもと歯科クリニック 437-0012 袋井市国本２０２９－１ 0538-41-1188 藤本　卓也 藤本　卓也
歯    小歯    歯
外  

H13.3.5

個人 ほりこし歯科 437-0065 袋井市堀越１－３－１６ 0538-44-0164 堀江　邦夫 堀江　邦夫
歯    小歯    歯
外  

H21.7.16

個人 まきの歯科クリニック 437-1102 袋井市浅名６７８-1 0538-23-0130 牧野　久史 牧野　久史 歯      H14.11.1

個人 松浦歯科医院 437-0063 袋井市田町２－８－６ 0538-43-8282 松浦　均 松浦　均 歯      H8.6.13

個人 嶺田歯科医院 437-1117 袋井市松原１５６７－１ 0538-23-3253 嶺田　久 嶺田　久 歯      S62.9.16

個人
みやた歯科こども歯科
クリニック

437-0017 袋井市鷲巣１３５－１８ 0538-67-8011 宮田　大司 宮田　大司 歯  小歯 H29.11.1

個人 宮本歯科医院 437-0015 袋井市旭町１－７－２５ 0538-43-1931 宮本　錦明 宮本　錦明
歯    矯歯    小
歯    歯外 

H1.12.14

個人 山本歯科医院 437-0025 袋井市栄町９－３ 0538-43-2725 山本　明人 山本　明人 歯      H19.1.1

【袋井市】
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 吉田歯科 437-0039
袋井市愛野東１－１４－２　
バローレ

0538-45-0308 吉田　充 吉田　充
歯    矯歯    小
歯  

H17.7.12

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 くじら歯科診療所 437-1622 御前崎市白羽３５２２－１５ 0548-55-5001
医療法人社団ＫＵ
会

橋本　晋一郎
歯    矯歯    小
歯  

H25.4.1

医療 さくらい歯科医院 437-1612 御前崎市池新田４６３－８ 0537-86-8666
医療法人社団千
櫻会

櫻井　剛史
歯   小歯   歯
外

R3.8.1

医療 はまおか歯科 437-1612 御前崎市池新田６００５-４ 0537-86-6480
医療法人社団Ｄｅ
ｎｔａｌＱＯＬ

前田　陽水
歯    小歯    歯
外     

H26.1.1

医療
浜岡ファミリー歯科クリ
ニック

437-1612
御前崎市池新田５４５９－
１

0537-63-0700
医療法人　社団桜
樹会

小林　正和
歯    矯歯     
小歯    歯外

H17.4.1

個人 大澤歯科医院 437-1621
御前崎市御前崎２９４９－
１

0548-63-2010 大澤　博己 大澤　博己 歯      H26.1.1

個人 高久歯科医院 437-1612
御前崎市池新田４２７６－
１

0537-86-8585 高久　伸子 高久　伸子 歯      S61.11.18

個人 松浦歯科医院 437-1621
御前崎市御前崎１０９－２
８

0548-55-2020 松浦　勇次 松浦　勇次 歯    小歯    H9.2.17

個人 水野歯科医院 437-1604 御前崎市佐倉１０１９－１ 0537-86-6226 水野　信幸 水野　信幸 歯      S58.4.12

個人 もてぎ歯科クリニック 437-1614 御前崎市塩原新田２０－１ 0537-86-8634 茂木　信之 茂木　信之
歯    矯歯    小
歯    歯外  

H21.9.15

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療
医療法人社団天雲会て
んくも歯科医院菊川

439-0018 菊川市本所３２４－１ 0537-29-8801
医療法人社団天
雲会

伊藤 良彦
歯  矯歯  小歯  
歯外

H29.1.1

医療 かわべ歯科 439-0019 菊川市半済１１１８ 0537-36-1220
医療法人社団統
慧会

川邉　滋次
歯    小歯    矯
歯

H29.11.20

医療
きくがわインター前歯
科

439-0031 菊川市加茂２１６２ 0537-36-6480
医療法人社団Ｄｅ
ｎｔａｌＱＯＬ

山﨑　教生 歯  小歯  歯外 H29.11.13

医療
菊川ファミリー歯科クリ
ニック

439-0031 菊川市加茂３２３５ 0537-37-2200
医療法人　社団桜
樹会

佐藤　史明
歯    矯歯    小
歯    歯外

H19.3.20

医療 甲賀歯科医院 439-0018 菊川市本所１４９５－１ 0537-36-1184
医療法人　社団東
医会

甲賀　俊平 歯    小歯 H3.8.1

医療 まごころ歯科 439-0018 菊川市本所１４４４ 0537-25-6480
医療法人社団啓
明会

松浦　泰之 歯  小歯  歯外 R3.5.1

個人 泉地歯科クリニック 436-0006 菊川市堀之内１４３５ 0537-64-4182 泉地　亜輝郎 泉地　亜輝郎
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.4.27

個人 うえむら歯科 439-0031 菊川市加茂２１８２ 0537-35-2223 植村　由幸 植村　由幸 歯      H7.4.1

個人 うさみ歯科クリニック 439-0031 菊川市加茂５５６８ 0537-37-0300 宇佐美　浩昭 宇佐美　浩昭 歯      H10.7.30

個人 大内歯科医院 437-1514 菊川市下平川５２９８－１ 0537-73-5888 大内　志朗 大内　志朗 歯      H28.8.1

個人 笠原歯科医院 439-0018 菊川市本所１４４０－２ 0537-36-6110 笠原　博之 笠原　博之 歯    小歯    H8.4.1

個人 かとう歯科 439-0011 菊川市仲島１－１０－４ 0537-35-0201 加藤　宏明 加藤　宏明 歯      H6.7.1

個人 黒田デンタルクリニック 437-1514 菊川市下平川９４５－１ 0537-75-0022 黒田　進之助 黒田　進之助 歯    小歯    H16.11.9

個人 菊川デンタルクリニック 439-0025 菊川市土橋４１７－１ 0537-35-1551 新村　兆一郎 新村　兆一郎
歯    矯歯    小
歯    歯外

H30.11.1

個人 甲賀駅前歯科医院 439-0006 菊川市堀之内１４２８ 0537-36-3265 甲賀　芳子 甲賀　芳子 歯      H11.4.16

個人 榊原歯科医院 439-0031 菊川市加茂３０６１－１ 0537-36-5518 渡利　裕 渡利　裕 歯      S62.11.1

個人 すずき兄弟歯科医院 437-1507 菊川市赤土１２５５－２ 0537-73-0222 鈴木　浩嗣 鈴木　浩嗣
歯    矯歯    小
歯  

H12.4.28

個人 藤田歯科医院 437-1514 菊川市下平川１３９６－２ 0537-73-2121 藤田　雄二 藤田　雄二
歯    小歯    歯
外

S62.2.1

個人 宮城歯科医院 437-1514 菊川市下平川１８９７－１ 0537-73-2030 宮城　三郎 宮城　三郎
歯    矯歯    小
歯    歯外

S50.5.1

個人 武藤歯科医院 439-0019 菊川市半済１２１４－２ 0537-35-2057 武藤　晃 武藤　晃 歯      H2.1.1

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療
医療法人　積善会　知
波田駅歯科

431-0404 湖西市太田４６９－２０ 053-578-3136 医療法人　積善会 石田　好美
歯    矯歯    小
歯  

H3.5.1

【御前崎市】

【菊川市】

【湖西市】
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 鈴木歯科医院 431-0422 湖西市岡崎２２５４－２２ 053-578-3022
医療法人社団厚
友会

土井　惠子
歯    矯歯    小
歯  

H12.1.5

医療 はる歯科クリニック 431-0429 湖西市南台４－１－１ 053-577-5666
医療法人社団　春
彩

春藤　幸伸
歯    矯歯    小
歯  

R4.1.1

医療 山本歯科医院 431-0424 湖西市新所原３－３－２６ 053-577-3888
医療法人社団山
本歯科医院

山本　浩彦 歯    矯歯 H15.8.1

個人 伊藤歯科医院 431-0451 湖西市白須賀３９０４ 053-579-0752 伊藤　慎一 伊藤　慎一 歯      H25.1.1

個人 遠藤歯科医院 431-0302
湖西市新居町新居１００－
３

053-594-6480 遠藤　薫 遠藤　薫 歯      S59.11.5

個人 太田歯科 431-0301
湖西市新居町中之郷４００
４

053-595-0800 太田　幸典 太田　幸典 歯    小歯    H23.9.14

個人 尾崎歯科医院 431-0424 湖西市新所原２－８－１ 053-577-1028 尾崎　宏嘉 尾崎　宏嘉 歯      H24.5.1

個人 小野田歯科医院 431-0431 湖西市鷲津７１６－１０ 053-576-0201 小野田　尚仁 小野田　尚仁 歯      H2.9.27

個人 神谷歯科医院 431-0442 湖西市古見９９４－６ 053-576-3331 神谷　研一 神谷　研一
歯    矯歯    小
歯 

H15.7.10

個人 北原歯科医院 431-0422
湖西市岡崎字新古６１０－
３

053-577-4118 北原　友也 北原　友也 歯    小歯    H4.3.31

個人 小林歯科医院 431-0427 湖西市駅南２－１４－９ 053-577-1484 小林　敬 小林　敬 歯      S59.1.14

個人 歯科天陽堂柴田医院 431-0302
湖西市新居町新居３３５４
－１

053-594-0622 柴田　隆夫 柴田　隆夫
歯    矯歯    小
歯    歯外

S62.5.1

個人 柴田歯科医院 431-0431
湖西市鷲津１８８１－３　広
谷ハイツ１Ｆ

053-576-4012 柴田　洋幸 柴田　洋幸 歯      S62.2.2

個人 礪波歯科医院 431-0431 湖西市鷲津３４３８ 053-576-2068 礪波　淳一 礪波　淳一 歯      S46.7.26

個人 鳥居歯科医院 431-0431 湖西市鷲津５３８ 053-576-0133 鳥居　肇 鳥居　肇 歯      S58.5.1

個人 鳥居歯科医院 431-0302 湖西市新居町新居１２１５ 053-594-0651 鳥居　賢一 鳥居　賢一
歯    矯歯    小
歯    歯外

H24.4.1

個人 福井歯科医院 431-0404 湖西市太田８１１－１ 053-578-2886 福井　達雄 福井　達雄
歯    矯歯    小
歯  

S62.4.17

個人 三田歯科医院 431-0431 湖西市鷲津１１８８－１ 053-576-1711 三田　昌弘 三田　昌弘
歯    小歯    歯
外  

S59.9.17

個人 守吉歯科医院 431-0301
湖西市新居町中之郷１７３
－１

053-594-3360 守吉　久光 守吉　久光
歯    矯歯    小
歯

S61.5.19

個人 山村歯科医院 431-0442 湖西市古見１０３４－７ 053-576-9555 山村　孝夫 山村　孝夫
歯    小歯    歯
外  

H12.3.1

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 仲町歯科医院 437-0215 周智郡森町森３３４－１ 0538-85-0888
医療法人　社団明
好会

義永　隆 歯    矯歯 H2.10.1

個人 宇藤歯科医院 437-0215 周智郡森町森２２３－１ 0538-85-3062 宇藤　裕規 宇藤　裕規 歯      H9.1.1

個人 松田歯科医院 437-0226
周智郡森町一宮１９２６－
１

0538-89-7171 松田　純典 松田　純典 歯    小歯    H8.7.17

個人 山田歯科医院 437-0215 周智郡森町森２１２４－７ 0538-85-2782 山田　忠明 山田　忠明 歯      S52.4.1

個人 山本歯科医院 437-0215 周智郡森町森１７１９－１８ 0538-85-0648 山本　豪 山本　豪 歯    小歯    S59.9.3

個人 渡辺歯科医院 437-0222
周智郡森町飯田３１８８－
１

0538-85-5555 渡邉　浩 渡邉　浩 歯      H2.3.1

【周智郡森町】
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９．浜松市保健所

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

市町
浜松市口腔保健医療
センター歯科室

432-8023
浜松市中区鴨江二丁目１
１－２

053-453-6129 浜松市 伊藤　梓 歯 S58.3.31

医療 青山歯科室 430-7708
浜松市中区板屋町１１１－
２　アクトタワー８Ｆ

053-451-0016
医療法人Ｒｅｓｐｅｃ
ｔ

青山　行彦 歯 H26.1.1

医療 井口歯科クリニック 430-0916 浜松市中区早馬町２－４ 053-450-6688
医療法人社団井
口歯科クリニック

井口　誠一
歯    矯歯    小
歯

R1.11.1

医療
いとう歯科矯正歯科ティースエ
クセレントクリニック

430-0947
浜松市中区松城町２１１－
３

053-415-8888
医療法人社団俊
風会

伊藤　俊英
内    歯    矯歯    
小歯

H30.3.1

医療
医療法人社団青風会
手嶋歯科医院

430-0942 浜松市中区元浜町３５－４ 053-472-7711
医療法人社団青
風会

手嶋　健介
歯    矯歯    小
歯    歯外

H2.1.1

医療 大庭歯科医院 430-0904 浜松市中区中沢町６４－６ 053-474-3141
医療法人社団誠
伸会

大庭　誠介
歯    矯歯    小
歯    歯外

H9.1.1

医療 おざわ歯科クリニック 433-8123
浜松市中区幸五丁目１７
－８

053-417-3718
医療法人社団ス
リーアローズ

小澤　仁
歯    矯歯    小
歯    歯外

H26.12.1

医療
オペラ　デンタル　オ
フィス

432-8013
浜松市中区広沢一丁目３
－３

053-452-6480
医療法人社団積
成会

清水　信行
歯    矯歯    小
歯    歯外

Ｒ1.5.1

医療 喜田矯正歯科医院 432-8013
浜松市中区広沢二丁目５
３－２

053-413-4182
医療法人社団喜
田矯正歯科医院

喜田　賢司 矯歯 H17.1.1

医療 きとう歯科医院 432-8002
浜松市中区富塚町１７２２
－１２

053-478-3097
医療法人社団Ｓｍｉ
ｌｅ　Ｐａｒｔｙ

木藤　久嗣
歯    矯歯    小
歯

H20.9.1

医療 きらら歯科クリニック 433-8111
浜松市中区葵西三丁目７
－１

053-420-3737
医療法人社団京
進会

佐野　幹雄
歯    矯歯    小
歯

H19.5.1

医療 倉内歯科医院 430-0906
浜松市中区住吉一丁目４
３－１７

053-473-2333
医療法人社団ホワ
イトキュア

倉内　貴史
歯    矯歯    小
歯    歯外

H23.10.1

医療 クリニックフクダ 432-8036
浜松市中区東伊場二丁目７－１
浜松商工会議所会館１階

053-488-8020（歯）
053-488-8021（婦）

医療法人社団Ｙ＆
Ｊ

福田　淳
婦    歯    矯歯    
小歯    歯外

Ｒ3.1.29

医療 小山歯科医院 432-8021
浜松市中区佐鳴台一丁目
１２－８

053-452-0520
医療法人社団純
和会

小山　和彦
歯    矯歯    小
歯    歯外

H7.1.9

医療 三愛歯科医院 432-8044
浜松市中区南浅田二丁目
１８－２７

053-442-8200
医療法人社団桜
樹会

中村 俊光
歯    矯歯    小
歯    歯外

H22.11.1

医療 すぎやま歯科医院 432-8018
浜松市中区蜆塚二丁目１
４－１

053-455-2010
医療法人社団すぎ
やま

杉山　幸祐 歯    小歯  H29.10.1

医療
スギヤマ歯科クリニッ
ク

430-0946
浜松市中区元城町２１８－
３

053-458-1818
医療法人社団啓
尚会

杉山　啓之 歯    小歯 H15.1.1

医療 高倉歯科医院 435-0054
浜松市中区早出町１２０７
－３３

053-461-1177
医療法人社団仁
廣会

高倉　廣則
歯    小歯　　歯
外

R3.11.1

医療 田畑歯科クリニック 430-0901
浜松市中区曳馬六丁目５
－３８

053-474-5622
医療法人社団誠
堅会

田畑　慎也
歯    矯歯    小
歯    歯外

H30.3.26

医療 手嶋歯科クリニック 433-8119
浜松市中区高丘北二丁目
１２－４

053-439-6300
医療法人社団白
彗会

手嶋　通雄
歯    矯歯    小
歯

H8.9.1

医療 なかや歯科 435-0054
浜松市中区早出町２３１－
２

053-411-2888
医療法人社団なか
や歯科

中谷　圭吾
歯    矯歯　　小
歯　　歯外

R3.11.1

医療 なつめ歯科 432-8033
浜松市中区海老塚二丁目
９－１６

053-451-1234
医療法人社団賢
人会

夏目　幾人 歯    小歯 H18.12.1

医療 長谷川歯科医院 430-0927
浜松市中区旭町１１－１　
プレスタワー８階

053-454-8812
医療法人社団銀
輪会

長谷川　慶 歯    矯歯 H26.5.1

医療 浜松歯科 432-8038
浜松市中区西伊場町６２
－６

053-450-4118
医療法人社団友
和会

中野　陽平
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.11.1

医療 浜松みなみ歯科 430-0852
浜松市中区領家一丁目１
－８

053-461-3939
医療法人社団誠
和会

丹羽　尭彦
歯    矯歯    小
歯

R4.2.1

医療 深谷歯科クリニック 433-8117
浜松市中区高丘東四丁目
１－９

053-438-4800
医療法人社団千
芳会

深谷　芳行 歯    小歯 H22.4.1

医療 藤井歯科クリニック 433-8114
浜松市中区葵東三丁目２
－３７

053-437-6874
医療法人社団藤
井歯科クリニック

藤井　一清
歯    矯歯    小
歯

H15.8.1

医療 ふじわら歯科医院 433-8118
浜松市中区高丘西二丁目
３３－３８

053-437-1084
医療法人社団ふじ
わら歯科医院

藤原　崇 歯    小歯 H18.4.1

医療 松山デンタルオフィス 432-8038
浜松市中区西伊場町６１
－１９

053-458-0018
医療法人社団倖
夕会

松山　康正
歯    矯歯    小
歯    歯外

H27.11.1

医療
むらい歯科口腔外科ク
リニック

432-8021
浜松市中区佐鳴台六丁目
７－１２

053-445-3353
医療法人社団H・I・
L・C

村井　睦彦 歯    歯外 H19.4.1

医療
八木矯正歯科クリニッ
ク

430-0928
浜松市中区板屋町１１０－
５　第一生命日通ビル２Ｆ

053-454-7676
医療法人社団八木
矯正歯科クリニック

八木　教之 矯歯 H5.4.15

医療
やすらぎデンタルクリ
ニック

430-0851
浜松市中区向宿一丁目２
１－１６

053-467-0933
医療法人社団や
すらぎ

鈴木　真幸
歯    矯歯    小
歯    歯外

H14.8.1

医療 山口歯科医院 433-8113
浜松市中区小豆餅三丁目
２３－５

053-437-8277
医療法人社団山
口歯科医院

山口　陽道 歯 H3.11.1

個人
アースやまぐち歯科医
院

430-0807
浜松市中区佐藤二丁目２
５－２６

053-461-2955 山口　芳照 山口　芳照
歯    矯歯    小
歯    歯外

H5.7.19

個人 あい歯科クリニック 432-8002
浜松市中区富塚町１９３３－１　佐
鳴湖パークタウンサウス１Ｅ１ 053-415-9901 石川　昭 石川　昭 歯    小歯 H28.5.10

【浜松市中区】

- 131 -



開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 あがた歯科 430-0929
浜松市中区中央三丁目６
－１

053-525-7761 縣　秀樹 縣　秀樹
歯    小歯    歯
外

H26.4.4

個人
朝岡歯科メディカルク
リニック

430-0929
浜松市中区中央一丁目１５－５　
浜松メディカルパークビル５階 053-489-6480 朝岡　祐 朝岡　祐 歯    小歯 Ｒ1.7.8

個人 アズキ餅歯科 433-8113
浜松市中区小豆餅二丁目
６－１５

053-523-7161 渡邊　徳弘 渡邊　徳弘 歯 R2.12.11

個人 あつし歯科 432-8038
浜松市中区西伊場町５６
－２１

053-451-3418 鈴木　厚 鈴木　厚 歯    小歯 H10.8.20

個人 天野歯科医院 432-8025 浜松市中区栄町８－４ 053-453-2457 天野　眞弓 天野　眞弓 歯 H17.9.10

個人 飯島歯科医院 432-8033
浜松市中区海老塚二丁目
１８－２６

053-452-0773 飯嶋　尚 飯嶋　尚
歯    矯歯    小
歯

H28.2.8

個人 石井デンタルクリニック 432-8013
浜松市中区広沢三丁目２
４－１３

053-525-8841 石井　圭 石井　圭 歯 H29.3.1

個人 石野歯科医院 433-8114
浜松市中区葵東二丁目２
０－６

053-437-1216 石野　忠明 石野　忠明 歯 H15.5.29

個人 大石歯科 432-8002
浜松市中区富塚町２０９－
２０２

053-452-2270 大石　雄一 大石　雄一 歯    小歯 H20.3.1

個人 大江歯科 433-8122
浜松市中区上島五丁目４
－３

053-474-1871 大江　可久夫 大江　可久夫 歯 S55.10.1

個人 大野歯科医院 430-0946
浜松市中区元城町１１８－
８

053-456-2415 大野　守弘 大野　守弘 歯 S58.5.25

個人 大森歯科医院 433-8111
浜松市中区葵西二丁目１
－２８

053-430-5448 大森　政次 大森　政次 歯    小歯 H11.12.20

個人 小栗歯科医院 433-8111
浜松市中区葵西六丁目２
２－２

053-438-1847 小栗　保人 小栗　保人 歯    小歯 S63.6.3

個人 糟谷歯科医院 432-8038
浜松市中区西伊場町１１
－２５

053-452-2731 糟谷　宇一 糟谷　宇一 歯 H1.4.1

個人
糟谷歯科医院根上が
り松診療所

432-8023
浜松市中区鴨江二丁目５
０－１０８

053-454-9035 糟谷　政治 糟谷　政治 歯 S51.9.14

個人 加藤歯科 432-8021
浜松市中区佐鳴台四丁目
３６－１２

053-415-0418 加藤　勝基 加藤　勝基 歯 H13.1.1

個人 カナダ歯科 430-0933
浜松市中区鍛冶町１００－
１　４Ｆ

053-455-2233 金田　寿一 金田　寿一 歯    矯歯 H14.7.1

個人 かみや矯正歯科・歯科 432-8018
浜松市中区蜆塚四丁目８
－７

053-456-8011 神谷　貴志 神谷　貴志
歯    矯歯    小
歯

H25.5.7

個人 鴨江うちだ歯科 432-8024 浜松市中区鴨江町９７－２ 053-450-0001 内田　晃平 内田　晃平
歯    矯歯    小
歯    歯外

Ｒ2.1.14

個人 河合歯科医院 435-0045 浜松市中区細島町８－１０ 053-465-0019 河合　啓太 河合　啓太
歯    小歯    歯
外

H28.9.1

個人 河口歯科医院 432-8047 浜松市中区神田町１３７７ 053-442-5888 河口　泰之 河口　泰之 歯    小歯 H5.3.27

個人
ＫＡＮ歯列矯正クリニッ
ク

430-0944
浜松市中区田町３２６－４　
棒屋第４ビル１階

053-455-3531 福原　弘一 福原　弘一 矯歯 Ｒ1.6.28

個人
きた矯正歯科クリニッ
ク

430-0926
浜松市中区砂山町３２０－
４

053-454-8811 喜多　勇治 喜多　勇治 矯歯 H1.4.1

個人 北脇歯科室 430-0903
浜松市中区助信町４５－１
０

053-474-8686 北脇　正基 北脇　正基 歯    小歯 H3.4.20

個人 金原歯科医院 432-8023
浜松市中区鴨江四丁目７
－２５

053-452-9427 金原　弘司 金原　弘司 歯 S53.10.1

個人 金原歯科医院 430-0949
浜松市中区尾張町１２６－
１９

053-452-5908 金原　尚子 金原　尚子 歯 H9.8.8

個人 くまがい歯科クリニック 432-8002
浜松市中区富塚町１８６４
－１２

053-412-0418 熊谷　真一 熊谷　真一 歯 H10.1.13

個人 桑原歯科クリニック 432-8002
浜松市中区富塚町２０１９
－３

053-474-4300 桑原　直久 桑原　直久
歯    矯歯    小
歯

S62.6.4

個人 小林歯科医院 430-0805 浜松市中区相生町５－１８ 053-461-0573 小林　芳彦 小林　芳彦 歯    小歯 H11.11.5

個人 近藤歯科医院 430-0947
浜松市中区松城町２１４－
１８

053-452-2583 近藤　晴彦 近藤　晴彦 歯    小歯 H10.3.1

個人 近藤歯科室 430-0933 浜松市中区鍛冶町１－４６ 053-455-2731 近藤　恵理子 近藤　恵理子 歯    小歯 H29.4.21

個人 斉田歯科医院 432-8045
浜松市中区西浅田二丁目
１１－２

053-442-1220 斉田　勇介 斉田　勇介 歯 H21.1.1

個人 斉藤歯科医院 433-8113
浜松市中区小豆餅一丁目
３４－３０

053-420-4181 斉藤　悦朗 斉藤　悦朗
歯    小歯    歯
外

H10.9.17

個人
さかな町歯科クリニッ
ク

430-0932
浜松市中区肴町３１９－３
２　青山ビル１Ｆ

053-458-8148 柏木　恒毅 柏木　恒毅
歯    矯歯    小
歯    歯外

H21.5.14

個人 さぎさか歯科 432-8021
浜松市中区佐鳴台三丁目
２６－５

053-449-5070 匂坂　存宏 匂坂　存宏
歯    矯歯    小
歯

H5.6.15

個人 さと歯科医院 430-0856
浜松市中区中島三丁目１
－１９

053-411-1177 吉井　正仁 吉井　正仁
歯    矯歯    小
歯

H19.11.17

個人 G&Oデンタルクリニック 430-0926
浜松市中区砂山町３５０－
１　大迫ビル２Ｆ

053-455-1550 冨安　誠 冨安　誠 歯    矯歯 H24.1.4
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個人 鹿谷デンタルクリニック 432-8014
浜松市中区鹿谷町３１－１
７

053-488-7500 藤井　雄介 藤井　雄介
歯    小歯    歯
外

Ｒ1.7.12

個人 歯科村尾医院 430-0946
浜松市中区元城町１１６－
１７

053-452-5554 村尾　晶子 村尾　晶子
歯    矯歯    小
歯

H14.8.1

個人 篠田歯科 433-8124
浜松市中区泉四丁目２－
１６

053-412-1212 篠田　寛子 篠田　寛子
歯    小歯    歯
外

Ｒ1.12.10

個人 柴木歯科医院 432-8002
浜松市中区富塚町１５７４
－１１

053-472-2131 柴木　利明 柴木　利明 歯 S63.3.18

個人 島田歯科医院 430-0913
浜松市中区船越町１９－１
３

053-461-6896 島田　隆光 島田　隆光 歯 H24.3.1

個人 清水歯科医院 432-8012
浜松市中区布橋二丁目１
０－７

053-474-5712 宮澤　康 宮澤　康 歯 H29.1.1

個人 しみず歯科クリニック 433-8119
浜松市中区高丘北三丁目
１０－１６

053-437-0418 清水　基宏 清水　基宏 歯    小歯 H8.3.4

個人 松龍堂歯科医院 432-8032 浜松市中区海老塚町７６７ 053-452-7094 松永　隆士郎 松永　隆士郎 歯 S58.10.1

個人 しん歯科医院 430-0924
浜松市中区龍禅寺町３２４
－３

053-523-9807 毛利　槇太郎 毛利　槇太郎
歯    矯歯    小
歯    歯外

H21.1.23

個人 鈴木歯科医院 430-0946
浜松市中区元城町２１８－
１１

053-452-4587 鈴木　真太郎 鈴木　真太郎 歯    歯外 R3.12.1

個人 鈴木歯科医院 430-0944 浜松市中区田町３３１－６ 053-452-0761 鈴木　晃 鈴木　晃 歯    小歯 H29.6.1

個人 鈴木歯科医院 432-8013
浜松市中区広沢三丁目１
３－１４

053-453-8649 鈴木　隆之 鈴木　隆之 歯    小歯 H28.1.1

個人 たけうち歯科医院 430-0924
浜松市中区龍禅寺町２０５
－１

053-458-5588 竹内　清貴 竹内　清貴 歯    矯歯 H5.1.29

個人 竹下歯科医院 430-0808 浜松市中区天神町９－２ 053-464-2668 竹下　順一 竹下　順一 歯    小歯 S56.7.1

個人 田代歯科医院 430-0929
浜松市中区中央二丁目１
０－１

053-456-0100 田代　浩史 田代　浩史
歯    矯歯    小
歯

H15.7.10

個人 龍口歯科医院 432-8035 浜松市中区成子町５３ 053-452-1696 龍口　幹雄 龍口　幹雄 歯    歯外 H17.5.1

個人 坪井歯科医院 430-0856
浜松市中区中島一丁目５
－１

053-461-4848 坪井　秀哲 坪井　秀哲
歯    嬌歯    小
歯

S57.3.18

個人 寺田歯科医院 433-8124
浜松市中区泉一丁目５－
５５

053-473-8001 寺田　憲司 寺田　憲司 歯 S50.7.31

個人 寺田歯科医院 430-0942 浜松市中区元浜町８８ 053-474-2022 寺田　洋平 寺田　洋平 歯    H22.2.27

個人
デンタルステーション　
ハル歯科医院

433-8113
浜松市中区小豆餅三丁目
７－２３

053-416-1188 中川　貴晴 中川　貴晴
歯    小歯    矯
歯

H27.10.13

個人 東郷歯科 430-0911
浜松市中区新津町６１５－
４

053-411-6560 東郷　陽太郎 東郷　陽太郎 歯 H17.4.1

個人 トムラ歯科クリニック 435-0054
浜松市中区早出町１２３４
－３

053-411-4441 戸村　高行 戸村　高行
歯    矯歯     
小歯    歯外

H14.4.1

個人 鳥居歯科医院 433-8114
浜松市中区葵東一丁目４
－１０

053-471-0502 鳥居　一也 鳥居　一也 歯 H16.4.1

個人 なおデンタルクリニック 433-8122
浜松市中区上島三丁目３
１－１７

053-463-6480 杉山　直美 杉山　直美 歯    矯歯 H20.2.29

個人 中下歯科医院 430-0929
浜松市中区中央二丁目１
１－１８

053-456-3956 中下　透 中下　透 歯    小歯 H12.10.1

個人 ナガタ歯科医院 433-8123
浜松市中区幸二丁目３－
５

053-471-8025 永田　昌之 永田　昌之 歯    小歯  S59.11.26

個人 中野歯科医院 432-8023
浜松市中区鴨江三丁目５
０－２２

053-455-4800 中野　宗一 中野　宗一
歯    矯歯    小
歯

H25.1.3

個人 なかむら歯科 430-0911
浜松市中区新津町３２５－
３

053-411-8300 中村　寿秀 中村　寿秀
歯    小歯    歯
外

H15.10.16

個人 中村歯科医院 430-0806 浜松市中区木戸町３－３２ 053-461-5339 中村　哲也 中村　哲也 歯 H2.12.20

個人 中村歯科医院 432-8047 浜松市中区神田町５４７ 053-444-1555 中村　康宏 中村　康宏
歯    小歯    歯
外

H11.9.14

個人 野田歯科医院 433-8114
浜松市中区葵東一丁目９
－５３

053-439-8181 野田　博之 野田　博之 歯    小歯 H7.8.16

個人 野村歯科医院 433-8119
浜松市中区高丘北一丁目
１－１

053-489-5433 野村　吉秀 野村　吉秀
歯    小歯    歯
外

H19.1.16

個人 橋本歯科医院 433-8122
浜松市中区上島一丁目１
７－３

053-474-2474 橋本　繁好 橋本　繁好 歯 S57.11.9

個人 ハニー矯正歯科 430-0929
浜松市中区中央一丁目３－
６　浜松イーストセブン１０１ 053-456-8282 澤田　紘美 澤田　紘美 歯    矯歯 Ｒ1.6.13

個人
浜松駅前歯科クリニッ
ク

430-0933
浜松市中区鍛冶町１４０－
４　浜松Ａビル南館５Ｆ

053-450-4662 近藤　純子 後藤　啓爾 歯    矯歯 H27.10.5

個人
浜松エムアイ歯科クリ
ニック

432-8044
浜松市中区南浅田２－１３
－２５

053-442-5555 宮野　泰一 宮野　泰一
歯    矯歯    小
歯    歯外

H30.2.1

個人 はやし歯科医院 433-8125
浜松市中区和合町１９３－
１

053-476-6480 林　賢 林　賢 歯    小歯 H1.10.31
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個人 坂東歯科クリニック 430-0942
浜松市中区元浜町１６１－
１

053-472-7932 坂東　弘邦 坂東　弘邦 歯 H25.1.1

個人 ひらが歯科クリニック 430-0928
浜松市中区板屋町６７６　
マツバラヤビル２Ｆ

053-489-3700 平賀　良文 平賀　良文 歯    小歯 H21.3.16

個人 弘田訪問歯科 433-8125
浜松市中区和合町１５－４
－１０１

090-3309-8805 弘田　泰久　 弘田　泰久　歯 H30.6.1

個人 深谷歯科医院 430-0917
浜松市中区常盤町１３３－
１５

053-452-1794 深谷　和貴 深谷　和貴
歯    矯歯    小
歯

S45.3.28

個人 ふかや歯科医院 433-8125
浜松市中区和合町２４３－
１

053-474-5511 深谷　直弘 深谷　直弘
歯    矯歯    小
歯

H2.12.17

個人 深谷歯科医院 430-0903
浜松市中区助信町１７－３
８

053-471-6706 深谷　卓也 深谷　卓也
歯    矯歯    小
歯    歯外

H30.3.29

個人 藤井歯科クリニック 430-0926
浜松市中区砂山町３２５－
１０

053-456-4856 藤井　敏明 藤井　敏明
歯    矯歯    小
歯

H4.3.7

個人
フジタ歯科有楽街診療
室

430-0944
浜松市中区田町３１６－２
８

053-455-2478 藤田　哲夫 藤田　哲夫 歯 S58.3.31

個人 藤野歯科医院 433-8125
浜松市中区和合町１５４－
４３４

053-412-4180 藤野　博丈 藤野　博丈
歯    小歯    歯
外

H18.4.1

個人 藤原歯科室 430-0939
浜松市中区連尺町３０９－
１５

053-453-4457 藤原　理一 藤原　理一 歯 H30.2.5

個人 舩坂歯科医院 430-0926
浜松市中区砂山町３２９－
８　３Ｆ

053-413-2180 舩坂　俊夫 舩坂　俊夫 歯    小歯 H12.4.3

個人 本目矯正歯科医院 430-0939
浜松市中区連尺町３１４－
２８

053-452-2315 本目　祥人 本目　祥人 歯    矯歯 R1.8.7

個人 増井歯科医院 432-8002
浜松市中区富塚町２１１４
－２５

053-472-4647 増井　悦隆 増井　悦隆 歯 S31.11.1

個人 ますだ歯科クリニック 432-8002
浜松市中区富塚町１８００
－１

053-478-3100 桝田　直哉 桝田　直哉 歯    小歯    R3.10.28

個人 松井歯科クリニック 433-8121
浜松市中区萩丘四丁目１
４－１６

053-474-5382 松井　忍 松井　忍 歯 S53.12.5

個人 まつおか歯科 430-0851
浜松市中区向宿一丁目１
２－１５

053-461-2123 松岡　正樹 松岡　正樹 歯 H21.8.11

個人 松下歯科医院 430-0919
浜松市中区野口町４８３－
２

053-464-8055 松下　茂 松下　茂 歯 S55.1.23

個人 松島歯科医院 432-8013
浜松市中区広沢一丁目２
６－９

053-453-0802 松島　正尚 松島　正尚 歯 H26.7.19

個人 松田歯科医院 433-8125
浜松市中区和合町９３６－
５１２

053-471-1150 松田　美代子 松田　美代子 歯    小歯 S63.9.5

個人 松永歯科医院 432-8021
浜松市中区佐鳴台三丁目
４４－５

053-448-0077 松永　修司 松永　修司 歯    小歯 H5.11.4

個人 松野歯科医院 430-0929
浜松市中区中央一丁目６
－１

053-454-5455 松野　彰 松野　彰 歯    矯歯 H12.4.1

個人 松本歯科医院 432-8036
浜松市中区東伊場二丁目
９－１７

053-457-0880 松本　章良 松本　章良 歯 H2.5.2

個人 松山歯科医院 430-0938
浜松市中区紺屋町３０８－
２

053-453-1330 松山　文廣 松山　文廣 歯 S58.11.1

個人 丸山歯科医院 430-0907
浜松市中区高林四丁目６
－２３

053-472-4173 鈴木　基裕 鈴木　基裕 歯    小歯 S58.4.1

個人 みなこ歯科 433-8122
浜松市中区上島五丁目１
０－５０

053-473-0008 内藤　美奈子 内藤　美奈子 歯    歯外 H26.3.10

個人 宮坂歯科 430-0935 浜松市中区伝馬町９０ 053-451-7171 宮坂　岳男 宮坂　岳男 歯 H28.2.24

個人
みやじま歯科クリニッ
ク

430-0929
浜松市中区中央一丁目１
５－１６－１０２ 

053-413-2233 宮島　貴博 宮島　貴博
歯    小歯    歯
外

H13.5.1

個人 森歯科名塚診療所 430-0811
浜松市中区名塚町１８５－
２

053-463-4141 森　克彦 森　克彦 歯    矯歯 S62.4.20

個人 森田歯科医院 432-8002
浜松市中区富塚町１６９０
－１

053-473-8241 森田　一彦 森田　一彦
歯    小歯    歯
外

S58.4.7

個人 森田歯科医院 430-0852
浜松市中区領家三丁目４
－５

053-401-6262 森田　一郎 森田　一郎 歯    小歯 H30.7.2

個人 やぎ歯科 432-8018
浜松市中区蜆塚三丁目１
９－１３

053-489-4043 八木　美充 八木　美充 歯    小歯 H27.7.10

個人 柳川歯科医院 433-8117
浜松市中区高丘東三丁目
４９－４０

053-436-7565 柳川　忠廣 柳川　忠廣 歯    小歯 H5.10.4

個人 矢部歯科クリニック 432-8002
浜松市中区富塚町３４９－
１

053-458-1838 矢部　修平 矢部　修平 歯    小歯 H7.4.19

個人 山崎矯正歯科 430-0933 浜松市中区鍛冶町１－３９ 053-453-5758 山崎　修 山崎　修 矯歯 S63.4.18

個人 山崎歯科室 432-8021
浜松市中区佐鳴台三丁目
２８－２７

053-445-1616 山崎　英之 山崎　英之
歯    矯歯    小
歯    歯外

H13.10.1

個人 山下歯科医院 432-8003
浜松市中区和地山一丁目
７－２０８

053-473-3520 山下　元 山下　元 歯    小歯 H1.7.1

個人 山下歯科医院 430-0947
浜松市中区松城町２１０－
１

053-452-6897 山下　万紀子 山下　万紀子
歯    矯歯    小
歯

H16.4.1
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個人 山本歯科医院 430-0928 浜松市中区板屋町５７３ 053-452-0775 山本　俊幸 山本　俊幸 歯 H11.10.1

個人 ユミコ歯科クリニック 432-8011
浜松市中区城北二丁目４
－２８

053-478-2400 清水　由美子 清水　由美子 歯 H11.2.17

個人 横井歯科 432-8042
浜松市中区上浅田一丁目
１４－３９

053-441-7947 横井　邦幸 横井　邦幸 歯 H19.12.4

個人 吉野歯科医院 432-8047 浜松市中区神田町４０３ 053-442-4850 吉野　耕司 吉野　耕司 歯 H4.4.2

個人 凌雲堂矯正歯科医院 430-0944
浜松市中区田町２２４－３
三晃田町ビル

053-456-1723 細川　淳子 細川　淳子 矯歯 R3.7.24

個人 凌雲堂歯科 432-8023
浜松市中区鴨江一丁目８
－２９

053-453-2382 鈴木　孝彰 鈴木　孝彰 歯 S62.4.1

個人 わたなべ歯科醫院 430-0811
浜松市中区名塚町３０１－
１

053-401-8182 渡部　克宣 渡部　克宣 歯 Ｒ2.2.27

個人 渡辺歯科口腔外科 432-8021
浜松市中区佐鳴台五丁目
３－１３

053-456-1585 渡辺　哲也 渡辺　哲也 歯    歯外 S55.12.3

開設
種別
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医療 あだち歯科クリニック 431-3125
浜松市東区半田山三丁目
３１－５

053-434-8404
医療法人社団オー
ラルヘルスケア

足立　友秀
歯    矯歯    小
歯    歯外

H27.10.1

医療 石川歯科 435-0052 浜松市東区天王町１７４３ 053-466-6480
医療法人社団石
川歯科

石川　知弘 歯    小歯 H13.8.1

医療
いぬづか子供歯科クリ
ニック

431-3124 浜松市東区半田町１４７１ 053-435-1884
医療法人社団いぬづ
か子供歯科クリニック 犬塚　勝昭 小歯 H1.11.1

医療 NSデンタルオフィス 435-0051
浜松市東区市野町１９８１－３　イオン浜
松市野ショッピングセンター１Ｆ 053-411-5008

医療法人社団ほ
ほえみ

鈴木　宏尚 歯 H29.8.1

医療 かえで歯科クリニック 431-3114
浜松市東区積志町８８１－
１

053-545-4183
医療法人社団かえ
で歯科クリニック

山口　哲
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.12.1

医療 キムラ歯科クリニック 435-0051 浜松市東区市野町５４１ 053-435-5070
医療法人社団明
松会

朴　好明
歯    矯歯    小
歯

H7.1.1

医療 ごとう歯科 431-3101
浜松市東区豊町１９５７－
４

053-432-1184
医療法人社団一
会

後藤　浩
歯    小歯    矯
歯

H12.4.1

医療 椎名歯科医院 435-0006
浜松市東区下石田町１５２
３－１

053-422-3223
医療法人社団晃
和会

椎名　権吉
歯    矯歯    小
歯

H4.7.1

医療 タカ歯科医院 430-0801 浜松市東区神立町１２３ 053-411-5888
医療法人社団松
石会

大石　高淑
歯    矯歯    小
歯    歯外

H16.1.1

医療 和歯科クリニック 435-0016
浜松市東区和田町８９８－
３

053-465-1560
医療法人社団凛
心会

森　健太郎
歯    矯歯    小
歯    歯外

H23.6.1

医療 ニワ歯科医院 435-0056
浜松市東区小池町２６６８
－１

053-463-2202
医療法人社団誠
和会

丹羽　裕美智
歯    矯歯    小
歯

H8.4.1

医療 林歯科医院 431-3124
浜松市東区半田町８４１－
１

053-589-5888
医療法人社団光
和会

林　茂雄
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.1.1

医療 彦坂歯科医院 431-3121
浜松市東区有玉北町１１５
８－１

053-433-8855
医療法人社団ふよ
う会

彦坂　実な美
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.7.1

医療 薬師歯科医院 435-0017
浜松市東区薬師町１７８－
１

053-422-0556
医療法人社団明
松会

坂倉　良直 歯    小歯 H8.11.1

個人 青葉歯科クリニック 431-3107
浜松市東区笠井町１２４９
－５

053-435-7731 田中　直弘 田中　直弘
歯    小歯    歯
外

H16.5.15

個人 朝比奈歯科医院 431-3126
浜松市東区有玉台二丁目
３１－１４

053-434-7171 朝比奈　尚之 朝比奈　尚之
歯    矯歯    小
歯    歯外

H8.3.15

個人 池澤歯科医院 431-3112 浜松市東区大島町９７９ 053-433-9911 池澤　洋子 池澤　洋子 歯    小歯 H12.7.1

個人 市川歯科 431-3123
浜松市東区有玉西町１２０
１－２

053-434-6700 市川　恭大 市川　恭大 歯    矯歯 H5.3.19

個人
市川歯科医院子安診
療所

435-0015
浜松市東区子安町３１０－
１１

053-465-1550 市川　敬志 市川　敬志 歯      H24.8.13

個人 うめがえ歯科医院 431-3123
浜松市東区有玉西町２４４
６

053-475-6480 梅ヶ枝　裕子 梅ヶ枝　裕子 歯    小歯 H17.7.1

個人 大瀬町歯科 431-3113 浜松市東区大瀬町１３４７ 053-545-4664 大村　浩史 大村　浩史 歯 H25.12.11

個人 大村歯科医院 435-0001
浜松市東区上石田町１５３
７－３

053-435-1861 大村  尚嗣 大村  尚嗣 歯 S57.9.21

個人 おざわ歯科 431-3101
浜松市東区豊町２４７２－
１

053-431-3377 小澤　康二 小澤　康二 歯    小歯 H13.9.17

個人 金子歯科医院 431-3122
浜松市東区有玉南町２１７
５

053-471-1182 金子　美緒 金子　美緒 歯 H14.8.19

個人 きらめき歯科医院 431-3111
浜松市東区中郡町７６６－
１

053-432-6480 村口　優行 村口　優行
歯    矯歯    小
歯    歯外

H28.8.8

個人 グリーン歯科SUZUKI 435-0043 浜松市東区宮竹町６５０ 053-464-7151 鈴木　達郎 鈴木　達郎
歯    小歯    歯
外

R4.2.1

【浜松市東区】
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個人 さくら歯科 435-0046
浜松市東区丸塚町１５７－
１

053-411-3377 鈴木　亮 鈴木　亮
歯    矯歯    小
歯

H12.4.3

個人 篠ケ瀬歯科 435-0042 浜松市東区篠ケ瀬町７６１ 053-421-0595 篠ケ瀬  鋼 篠ケ瀬  鋼 歯 H2.2.15

個人 渋谷デンタルオフィス 435-0051
浜松市東区市野町２５４０
－１

053-422-2333 渋谷　光広 渋谷　光広
歯    矯歯    小
歯

H21.10.13

個人 しゅん歯科クリニック 435-0013 浜松市東区天龍川町８５８ 053-422-6622 原　俊一 原　俊一 歯    小歯 H17.11.1

個人 春藤歯科医院 430-0802 浜松市東区将監町２４－９ 053-463-5501 春藤　良一 春藤　良一 歯 S56.9.1

個人 鈴木けいた歯科医院 435-0056 浜松市東区小池町１７０ 053-434-7300 鈴木　慶太 鈴木　慶太 歯    小歯 H7.5.1

個人 鈴木歯科クリニック 435-0048 浜松市東区上西町１２６２ 053-465-0350 鈴木　太補 鈴木　太補 歯 H8.12.27

個人 すずらん歯科 431-3105
浜松市東区笠井新田町６
５５－２

053-435-4182 鈴木　美穂 鈴木　美穂
歯    矯歯    小
歯

H15.1.1

個人 せりざわ歯科医院 431-3111
浜松市東区中郡町３８２－
１

053-434-6535 芹澤　宗司 芹澤　宗司 歯    小歯 H3.10.4

個人 タケ歯科医院 435-0056
浜松市東区小池町２３２１
－１

053-465-4618 加藤　猛 加藤　猛 歯    小歯 H6.11.16

個人 竹山歯科医院 435-0013 浜松市東区天龍川町７３ 053-462-0229 竹山　隆芳 竹山　隆芳 歯 S59.2.16

個人 田代歯科診療所 435-0013
浜松市東区天龍川町３０３
－３　１Ｆ

053-462-3736 田代　浩 田代　浩 歯 H24.1.1

個人 たつぐち歯科 435-0053 浜松市東区上新屋町２２２ 053-464-5333 龍口　太郎 龍口　太郎
歯    矯歯　 小
歯

H18.4.1

個人 田中歯科医院 431-3114 浜松市東区積志町１３４７ 053-434-0417 田中　康一 田中　康一 歯    小歯 H18.1.1

個人 中郡歯科医院 431-3111
浜松市東区中郡町１２０７
－２

053-434-6804 麦谷　和美 麦谷　和美 歯 H3.12.3

個人 蓮尾歯科医院 431-3122
浜松市東区有玉南町２６４
－１

053-434-3260 蓮尾　彰子 蓮尾　彰子
歯    矯歯    小
歯

H6.3.7

個人 春山歯科クリニック 431-3113 浜松市東区大瀬町４５３ 053-431-5615 春山　紘輝 春山　紘輝 歯    小歯 H15.5.1

個人 はんだ歯科医院 431-3125
浜松市東区半田山一丁目
２２－３

053-401-5517 坂東　高志 坂東　高志
歯    小歯    歯
外

Ｒ1.9.17

個人 平野歯科医院 435-0008 浜松市東区松小池町１６０ 053-421-0088 平野　明弘 平野　明弘 歯    小歯 S60.3.2

個人
ファミリアデンタルオ
フィス

435-0052 浜松市東区天王町１９６６ 053-544-9500 濵　亨晃 濵　亨晃
歯　　矯歯　　
小歯　　歯外

R2.9.1

個人 フジタ歯科室 431-3114
浜松市東区積志町１６２９
－１

053-545-4790 左津前　真 左津前　真 歯    小歯 H27.8.13

個人 ベル歯科クリニック 431-3125
浜松市東区半田山五丁目
２２－３

053-435-7060 鈴木　典史 鈴木　典史
歯    小歯    歯
外

H19.8.7

個人 まえじま歯科医院 435-0051 浜松市東区市野町１２２４ 053-423-0160 前嶋　貴臣 前嶋　貴臣 歯    小歯 H16.3.15

個人 松永歯科医院 431-3104 浜松市東区貴平町１７２０ 053-433-3332 松永　治己 松永　治己 歯 S63.4.5

個人 めぐり歯科医院 435-0052
浜松市東区天王町１８３２
－２

053-589-5541 廻　敬幸 廻　敬幸
歯    小歯    歯
外

H27.3.1

個人 もり歯科クリニック 431-3122
浜松市東区有玉南町２２９
６

053-479-0019 森　康一郎 森　康一郎
歯    矯歯    小
歯    歯外

H27.9.1

個人 ヤス歯科医院 435-0042 浜松市東区篠ケ瀬町２６９ 053-464-8990 柏原　安孝 柏原　安孝 歯    小歯 H18.9.3

個人 柳沢歯科 435-0047 浜松市東区原島町４５５ 053-468-0770 柳沢　治之 柳沢　治之
歯    小歯    歯
外

H12.11.15

個人 山﨑歯科医院 435-0013
浜松市東区天龍川町１１２
９－１

053-423-1818 山﨑　敬晃 山﨑　敬晃
歯    小歯    歯
外

H15.11.1

個人 やよい歯科 431-3113
浜松市東区大瀬町２５０９
－３

053-443-7841 松島　利光 松島　利光 歯    小歯 H22.10.15

個人 よねざわ歯科医院 431-3112 浜松市東区大島町１３３６ 053-431-6480 米澤　健 米澤　健 歯    小歯 H13.11.16

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療
医療法人社団ふじもと
矯正歯科医院

432-8061
浜松市西区入野町６３０１
－１

053-447-6480
医療法人社団ふじ
もと矯正歯科医院

藤本　雅清 矯歯 H10.8.3

医療
オー,デンタルクリニッ
ク浜松

432-8069
浜松市西区志都呂二丁目３７－１　
イオン浜松志都呂２Ｆ 053-415-1307

医療法人社団光
風会

梅村　昌孝
歯    矯歯    小
歯

H30.6.1

医療
おおすぎファミリー歯
科

431-0201
浜松市西区篠原町１４２３
３－５

053-448-2490
医療法人社団仁
子会

大杉　敏夫
歯    小歯    歯
外

H10.2.9

【浜松市西区】
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療 酒井歯科医院 432-8061
浜松市西区入野町１５１１
７－１

053-447-7272
医療法人社団裕
大会

酒井　裕之
歯    矯歯    小
歯    歯外

H17.1.1

医療 サクラ歯科医院 432-8061
浜松市西区入野町６２４４－１　イ
オン浜松西ショッピングセンター内 053-449-6480

医療法人社団サク
ラ歯科

折戸　忠志
歯    矯歯    小
歯    歯外

H18.1.1

医療 鈴木歯科クリニック 431-1111
浜松市西区伊左地町８８７
５

053-486-3575
医療法人社団厚
友会

鈴木　康仁
歯    矯歯    小
歯

H11.8.1

医療
Mai子どもデンタル・
ルーム

431-0211
浜松市西区舞阪町舞阪５
２４７－１

053-597-0330
医療法人社団Mai子ど
もデンタルルーム 本目　惠子 矯歯    小歯 H23.4.1

医療 マキタ歯科 432-8068
浜松市西区大平台三丁目
２８－３０

053-482-0888
医療法人社団マキ
タ歯科

蒔田　泰也
歯    矯歯    小
歯    歯外

Ｒ1.7.1

医療 山口歯科医院 432-8007
浜松市西区神原町１２８５
－４

053-485-7575
医療法人社団輝
梟会

山口　勝史 歯    小歯 H23.4.1

医療 わくだ歯科 431-0103
浜松市西区雄踏一丁目２
６－２８

053-596-1182
医療法人社団わく
わく会

和久田　一成
歯    矯歯    小
歯    歯外

H19.4.1

個人 あいみる歯科 432-8069
浜松市西区志都呂一丁目
４－１６

053-415-0777 澤木　勇樹 澤木　勇樹
歯    矯歯    小
歯    歯外

R2.2.27

個人 青木歯科医院 431-1112
浜松市西区大人見町３３９
３－４

053-485-5430 青木　俊明 青木　俊明 歯 H6.6.17

個人 浅井歯科医院 431-1103
浜松市西区湖東町３２８５
－１

053-486-2500 浅井　浩志 浅井　浩志 歯 H5.1.1

個人 飯島歯科医院 432-8005
浜松市西区神ケ谷町８９６
５－１

053-485-6480 飯嶋　聡 飯嶋　聡 歯 H1.5.1

個人 一瀬歯科医院 431-0214
浜松市西区舞阪町弁天島
２６５８－４６

053-592-1647 一瀬　晃志 一瀬　晃志 歯      H7.4.24

個人 牛田歯科医院 432-8061
浜松市西区入野町６２９９
－２

053-445-2255 牛田　健二郎 牛田　健二郎 歯    小歯 H21.2.10

個人
えにしファミリー歯科ク
リニック

431-1112
浜松市西区大人見町３４４
７

053-525-9111 宇田　剛 宇田　剛
歯    矯歯    小
歯    歯外

H27.1.3

個人 江馬歯科診療所 431-0101
浜松市西区雄踏町山崎３
６１６－１

053-592-6327 江馬　博子 江馬　博子 歯      H18.4.16

個人 大石歯科 432-8061
浜松市西区入野町１６１０
０－２０

053-445-6455 大石　修三 大石　修三 歯    小歯 H12.6.5

個人 神谷歯科医院 431-1207 浜松市西区村櫛町３１５９ 053-489-2112 神谷　維知郎 神谷　維知郎 歯 H17.10.4

個人 河辺歯科医院 431-0102
浜松市西区雄踏町宇布見
７３９６－１

053-592-9111 河邉　要二 河邉　要二 歯    小歯    H10.7.15

個人 こころ歯科 432-8069
浜松市西区志都呂二丁目
１２－２３

053-440-6480 足立　卓也 足立　卓也
歯    矯歯    小
歯

H17.4.17

個人 才川歯科医院 431-1111
浜松市西区伊左地町５２０
１－１

053-486-2426 才川　隆弘 才川　隆弘
歯    矯歯    小
歯

H11.7.1

個人 柴田歯科医院 431-0102
浜松市西区雄踏町宇布見
５１８６

053-592-1109 柴田　幹彦 柴田　幹彦
歯    矯歯    小
歯    歯外

H20.5.1

個人
志村歯科・小児歯科ク
リニック

431-1112
浜松市西区大人見町１５０
０－１

053-485-8401 志村　延亮 志村　延亮 歯    小歯 H14.3.12

個人 杉山歯科医院 432-8001
浜松市西区西山町１４３－
１０

053-482-3900 杉山　隆彦 杉山　隆彦 歯 H16.2.1

個人 髙本歯科医院 431-0202 浜松市西区坪井町４４１３ 053-440-9522 髙本　浩樹 髙本　浩樹 歯 H10.3.20

個人 竹内歯科医院 432-8061
浜松市西区入野町８８７１
－６

053-489-4618 竹内　公生 竹内　公生
歯    小歯    歯
外

H20.7.15

個人 竹山歯科医院 431-0102
浜松市西区雄踏町宇布見
４０３０

053-592-3710 竹山　清一郎 竹山　清一郎 歯      S62.6.16

個人 寺田歯科 432-8061
浜松市西区入野町６２４９
－２

053-449-3500 寺田　篤生 寺田　篤生
歯    矯歯    小
歯    歯外

S62.10.1

個人 寺田歯科医院 431-1111
浜松市西区伊左地町２１５
４－１

053-482-3777 寺田　好孝 寺田　好孝
歯    矯歯    小
歯    歯外

H15.8.1

個人 栩木歯科医院 432-8061
浜松市西区入野町９２４０
－１

053-447-1142 栩木　厳也 栩木　厳也 歯 S59.10.13

個人 中山歯科クリニック 431-1208 浜松市西区庄内町８－１ 053-487-3700 中山　博英 中山　博英 歯 H3.10.18

個人
にしお歯科・矯正歯科
クリニック

431-0103
浜松市西区雄踏一丁目１
２－１３

053-522-8020 西尾　卓大 西尾　卓大
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.4.8

個人 林歯科医院 432-8068
浜松市西区大平台四丁目
２－３

053-485-7748 林　隆夫 林　隆夫 歯 H11.4.1

個人 藤田歯科医院 431-0201
浜松市西区篠原町１１１２
５－１

053-448-0697 藤田　欣宏 藤田　欣宏 歯 S59.7.19

個人 フル歯科医院 431-0203 浜松市西区馬郡町６００３ 053-592-8241 古橋　拓哉 古橋　拓哉 歯 H23.10.19

個人 本目歯科医院 431-0211
浜松市西区舞阪町舞阪２
１２３－１

053-592-0460 本目　雅春 本目　雅春 歯      S60.11.22

個人 まつだファミリー歯科 431-1209
浜松市西区舘山寺町２３５
７

053-487-2233 松田　鉄平 松田　鉄平
歯    矯歯    小
歯

H13.10.1

個人 まれ歯科 431-1104
浜松市西区桜台三丁目２
４－３

053-523-6150 森西　希 森西　希
歯    矯歯    小
歯

H24.3.8
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開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 水野歯科医院 431-0102
浜松市西区雄踏町宇布見
８３８６

053-592-1032 水野  厚雄 水野  厚雄 歯 H24.1.20

個人 矢田歯科医院 432-8068
浜松市西区大平台二丁目
１７－１３

053-484-0818 矢田　武 矢田　武
歯    矯歯    小
歯

H15.10.16

個人 山下歯科医院 432-8061
浜松市西区入野町４９０２
－２

053-449-0750 山下　哲司 山下　哲司 歯    小歯 S61.10.1

個人 山田歯科医院 431-0213
浜松市西区舞阪町浜田１
４６－１

053-592-3362 山田　進 山田　進 歯    小歯 S45.10.12

個人 山田歯科クリニック 431-0203 浜松市西区馬郡町４０５０ 053-597-1188 山田　真吾 山田　真吾 歯 H26.3.9

個人
湯川歯科医院西山診
療所

432-8001
浜松市西区西山町１３１３
－１

053-485-3755 湯川　謙介 湯川　謙介
歯    矯歯    小
歯

S55.7.14

個人 ゆやま歯科医院 432-8061
浜松市西区入野町４９０５
－５

053-440-6777 兪山　時英 兪山　時英
歯    矯歯    小
歯    歯外

H12.10.18

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療
清水歯科医院白羽診
療所

430-0846
浜松市南区白羽町８０８－
１

053-441-7117
医療法人社団重
徳会

清水　久彦 歯 H12.8.1

医療 鈴木歯科医院 432-8051 浜松市南区若林町１２１４ 053-448-1194 医療法人英仁会 鈴木  英史 歯    小歯 H25.6.7

医療 歯医者さん　はせがわ 430-0817
浜松市南区頭陀寺町３３０
－２２

053-460-8148
医療法人社団愈
陽会

長谷川　幸利
歯    矯歯    小
歯    歯外

H11.1.3

医療
渡瀬ファミリー歯科クリ
ニック

435-0036 浜松市南区渡瀬町４０３ 053-468-0551
医療法人社団桜
樹会

稲垣　純
歯    矯歯    小
歯    歯外

H18.3.20

個人 秋元歯科医院 430-0855 浜松市南区楊子町６４－３ 053-442-6896 秋元　伸介 秋元　伸介
歯   小歯    歯
外

H3.12.26

個人
飯嶋歯科浜団地診療
所

430-0835
浜松市南区遠州浜二丁目
２４－１

053-425-4150 飯嶋　理 飯嶋　理 歯 S45.2.16

個人 石田歯科医院 432-8055 浜松市南区卸本町３６－１ 053-442-0065 石田　真健 石田　真健 歯 S50.10.1

個人 えとう歯科 430-0827 浜松市南区立野町２１０ 053-425-5700 衛藤　耕太郎 衛藤　耕太郎 歯    小歯 H6.3.1

個人 大塚歯科医院 430-0837
浜松市南区西島町２００－
１

053-425-1222 大塚　悦司 大塚　悦司 歯 S62.4.3

個人 大林歯科医院 430-0821 浜松市南区西町８０７ 053-425-8755 大林　茂樹 大林　茂樹 歯    矯歯 S59.10.5

個人 おきの歯科クリニック 430-0812
浜松市南区本郷町２８２－
１

053-461-4618 沖野　貴彦 沖野　貴彦 歯    小歯 H23.10.1

個人 小沢歯科医院 430-0846
浜松市南区白羽町２４７９
－３

053-442-5277 小澤　芳文 小澤　芳文
歯    矯歯    小
歯

H2.5.1

個人 貴志歯科医院 432-8051
浜松市南区若林町１４３４
－１

053-440-1330 貴志　章代 貴志　章代 歯    小歯 H27.6.1

個人 喜田歯科医院 432-8065 浜松市南区高塚町１２９ 053-447-2885 喜田  晃一 喜田  晃一 歯    矯歯 Ｒ2.3.17

個人 木村歯科医院 435-0028 浜松市南区飯田町８７９ 053-411-6660 木村　裕一 木村　裕一 歯    小歯 H11.10.1

個人 こんどう歯科医院 432-8062
浜松市南区増楽町１３２８
－１

053-449-5055 近藤　大祐 近藤　大祐 歯    小歯 H27.2.16

個人 たかせ歯科クリニック 432-8053 浜松市南区法枝町６８２ 053-444-4884 髙瀬　智三 髙瀬　智三 歯    小歯 H13.6.30

個人 田口歯科クリニック 430-0823 浜松市南区河輪町１４６ 053-425-8211 田口　宏 田口　宏 歯    小歯 H5.10.18

個人 たけだ歯科 435-0034
浜松市南区安松町３９－１
１

053-462-9777 武田  成久 武田  成久 歯 H2.4.2

個人 たてべ歯科医院 430-0812
浜松市南区本郷町１３６６
－３

053-462-3210 建部　透 建部　透 歯    小歯 H3.8.20

個人 トクダ歯科クリニック 432-8058
浜松市南区新橋町１６５７
－１

053-449-3333 徳田　嘉弘 徳田　嘉弘 歯    小歯 S62.5.20

個人
なかがわ歯科クリニッ
ク

430-0834
浜松市南区松島町８６６－
１

053-426-8881 中川　雄二 中川　雄二 歯    H18.2.14

個人 中村歯科クリニック 430-0853
浜松市南区三島町１６３－
１

053-444-2120 中村　明雄 中村　明雄
歯    矯歯    小
歯    歯外

H12.2.17

個人 のせ歯科医院 430-0814 浜松市南区恩地町３９３ 053-425-5999 能勢　雅光 能勢　雅光
歯    矯歯    小
歯

H7.7.17

個人 はじめ歯科医院 432-8058
浜松市南区新橋町５１０－
２

053-440-0770 鈴木　一 鈴木　一 歯 H4.6.4

個人 深谷歯科医院 430-0813 浜松市南区芳川町８３８ 053-425-0065 深谷　一裕 深谷　一裕 歯 Ｒ2.3.1

個人 ふじい歯科医院 430-0827
浜松市南区立野町３１１－
１

053-427-0010 藤井　康浩 藤井　康浩 歯    小歯 H21.5.14

個人 本田歯科クリニック 430-0817
浜松市南区頭陀寺町３５８
－２

053-462-1021 本田　至大 本田　至大 歯 H29.11.1

【浜松市南区】
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個人 本目歯科医院 430-0825
浜松市南区下江町５７３－
１

053-426-1151 本目　和由 本目　和由 歯 S60.9.14

個人 マサキ歯科医院 435-0028
浜松市南区飯田町５９７－
３

053-464-5041 梅津　正喜 梅津　正喜
歯    矯歯    小
歯

S56.11.27

個人 まつした歯科クリニック 432-8053
浜松市南区法枝町２２４－
１

053-582-6480 松下　倫人 松下　倫人 歯　　矯歯 R2.6.11

個人 水野歯科診療所 432-8062
浜松市南区増楽町６６３－
５

053-448-7166 水野  雄二 水野  雄二 歯 S58.5.13

個人
みもりfamily歯科クリ
ニック

432-8051 浜松市南区若林町３２６ 053-424-5727 三森　崇正 三森　崇正
歯    矯歯    小
歯    歯外

H31.3.5

個人 メイ歯科クリニック 430-0854 浜松市南区瓜内町９４３ 053-443-1185 長屋　真由美 長屋　真由美
歯    小歯    歯
外

H14.11.15

個人 山崎歯科クリニック 430-0853 浜松市南区三島町２５４ 053-441-6480 山崎　雅文 山崎　雅文
歯    矯歯    小
歯    歯外

S62.10.2

個人 やまなか歯科 432-8065
浜松市南区高塚町１４７０
－１

053-415-1155 山中　亮佑 山中　亮佑 歯    小歯 H27.3.16

個人 山本歯科クリニック 430-0816
浜松市南区参野町１５６－
４

053-465-6510 山本　哲也 山本　哲也 歯    小歯 S63.5.20

個人 よこい歯科 430-0815 浜松市南区都盛町５－１ 053-426-8810 横井　千佳 横井　千佳 歯 H11.8.19
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医療
医療法人社団青風会手嶋
歯科医院細江歯科診療所

431-1304
浜松市北区細江町中川７
１７２－８６

053-523-1212
医療法人社団青
風会

手嶋　伸介
歯    小歯    歯
外  

H1.12.22

医療 神沢歯科医院 433-8102 浜松市北区大原町３－７ 053-438-3663
医療法人社団彩生
会神沢歯科医院

神澤　光朗 歯    小歯   H11.1.1

医療
清水歯科医院三方原
診療所

433-8105
浜松市北区三方原町１９６
－２

053-436-9026
医療法人社団重
徳会

清水　一徳
歯    矯歯    小
歯    歯外

H14.3.1

医療 鈴木歯科医院 431-1414
浜松市北区三ヶ日町三ヶ
日７７４－１

053-524-0234 医療法人社団悠 鈴木　克幸
歯    矯歯    小
歯    歯外    

R3.4.1

医療 三ケ日歯科クリニック 431-1415
浜松市北区三ヶ日町岡本
８２１－１

053-528-0333
医療法人社団桜
樹会

坂田　眞一
歯    矯歯    小
歯    歯外

H22.11.1

個人 朝比奈歯科医院 431-2533
浜松市北区引佐町四方浄
１４０－１９

053-544-0160 小澤　勝亜 小澤　勝亜 歯      S61.8.1

個人 足立歯科医院 431-2213
浜松市北区引佐町金指１
２７６－２

053-542-0035 足立　桂子 足立　桂子 歯      H21.5.1

個人 池谷歯科 433-8105
浜松市北区三方原町２３５
７－２

053-438-3737 池谷  睦浩 池谷  睦浩
歯    矯歯    小
歯    歯外

H2.3.20

個人 いとう歯科医院 433-8105
浜松市北区三方原町４６０
－４

053-436-6798 伊藤　孝行 伊藤　孝行 歯    小歯 H21.7.1

個人 太田歯科医院 431-1414
浜松市北区三ヶ日町三ヶ
日７４５

053-525-0163 太田　翔 太田　翔
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.4.1

個人 太田歯科医院 431-1304
浜松市北区細江町中川５
４１０－２

053-523-2211 太田　淳 太田　淳
歯    矯歯    小
歯    歯外

S63.6.20

個人 沖野歯科医院 431-2212
浜松市北区引佐町井伊谷
７１１－３

053-542-0223 沖野　昌樹 沖野　昌樹 歯      H28.11.29

個人 影山デンタルクリニック 433-8108
浜松市北区根洗町１９９－
５

053-430-5005 影山　陽丈 影山　陽丈
歯    矯歯    小
歯

H19.3.20

個人 鎌田歯科医院 433-8105
浜松市北区三方原町１３６
９－２

053-436-2095 鎌田　博保 鎌田　博保 歯 S63.5.9

個人 神山歯科医院 433-8105
浜松市北区三方原町９７２
－１

053-436-6480 神山　美津夫 神山　美津夫
歯    矯歯    歯
外

S59.12.27

個人 Green Dental Clinic 433-8105
浜松市北区三方原町１４０
８－３

053-525-9880 伊藤　真吾 伊藤　真吾 歯    小歯 H27.2.19

個人
ケイ・デンタルクリニッ
ク

433-8103 浜松市北区豊岡町１１１ 053-420-6480 太田　千惠 太田　千惠
歯    矯歯    小
歯    歯外 

H30.2.3

個人 近藤歯科医院 431-1414
浜松市北区三ヶ日町三ヶ
日６５３－１

053-525-0233 近藤　博保 近藤　博保 歯      H5.1.1

個人 佐原歯科医院 433-8108
浜松市北区根洗町４７２－
７

053-437-5131 佐原　正恭 佐原　正恭
歯    小歯    歯
外

H28.5.1

個人 しむら歯科医院 431-2102 浜松市北区都田町８７８６ 053-428-4371 志村　肇彦 志村　肇彦
歯    矯歯    小
歯

H3.11.5

個人 鈴木歯科 433-8112
浜松市北区初生町１１５４
－３７

053-437-2631 鈴木　信夫 鈴木　信夫
歯    矯歯    小
歯    歯外 

S52.7.1

個人 すずき歯科クリニック 431-2222
浜松市北区引佐町黒渕１
２６－１

053-543-1118 鈴木　元英 鈴木　元英 歯 H18.12.1

個人 スズキ歯科診療所 431-1304
浜松市北区細江町中川１
９８１

053-523-0303 鈴木　和典 鈴木　和典 歯      S63.3.3

個人 テクノ伊藤歯科 431-2102
浜松市北区都田町沢上９
１０６－５

053-428-8211 伊藤　智朗 伊藤　智朗
歯    矯歯    小
歯

H17.12.1

個人 とだ歯科クリニック 433-8105
浜松市北区三方原町１０９
－１７

053-414-0280 戸田　聖二 戸田　聖二 歯    小歯 H16.7.1

個人 富田歯科医院 433-8112
浜松市北区初生町１２９４
－２

053-430-4618 富田　文仁 富田　文仁 歯    小歯 H22.4.19

個人 鳥居歯科医院 431-1305
浜松市北区細江町気賀１
０３４

053-522-0068 鳥居　豊 鳥居　豊 歯      S55.1.7

個人 長野歯科医院 431-2213
浜松市北区引佐町金指１
５３８－７

053-542-2825 長野　正弘 長野　正弘 歯      H3.5.20

個人 名倉歯科医院 431-1305
浜松市北区細江町気賀３
２－５

053-522-1888 名倉　崇大 名倉　崇大
歯    矯歯    小
歯    歯外

H28.8.22

個人
ねむノ木歯科クリニッ
ク

431-2212
浜松市北区引佐町井伊谷
２３３２－１

053-542-1115 藤木　悦子 藤木　悦子 歯    小歯 H29.4.13

個人 ひくまの歯科 433-8112
浜松市北区初生町１１９８
－１

053-414-2577 内山　健次 内山　健次 歯    小歯 H16.10.1

個人 平松歯科医院 431-2103
浜松市北区新都田二丁目
１－１２

053-428-2626 平松　英樹 平松　英樹
歯    矯歯    小
歯

H8.3.13

個人
ひろゆき歯科口腔外
科

433-8112
浜松市北区初生町３８１－
１１

053-430-1182 鈴木　浩之 鈴木　浩之
歯    小歯    歯
外  

H22.7.20

個人
ふじの木ファミリー歯
科医院

433-8105
浜松市北区三方原町７３９
－４

053-437-1020 藤井　哲也 藤井　哲也
歯    小歯    歯
外

H11.7.1

個人 みかん歯科クリニック 431-1414
浜松市北区三ヶ日町三ヶ
日８６－１

053-524-2970 松岡　誠明 松岡　誠明
歯    矯歯    小
歯    歯外

H25.9.15

【浜松市北区】

- 140 -



開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

個人 村上歯科医院 431-1402
浜松市北区三ヶ日町都筑
１６９１

053-526-7131 村上　芳一 村上　芳一 歯      S59.1.1

個人 村上歯科医院 431-1305
浜松市北区細江町気賀１
１１－１１

053-522-0111 村上　文彦 村上　文彦 歯 H23.10.1

個人
むらかみ歯科クリニッ
ク

433-8105
浜松市北区三方原町１５５
９－１８

053-414-5541 村上　祐介 村上　祐介 歯    小歯 H13.10.17

個人 木蘭歯科クリニック 433-8105
浜松市北区三方原町１２７
８－１

053-414-9000 鈴木　博也 鈴木　博也
歯    小歯    歯
外

H29.6.1

個人 森歯科医院 431-1305
浜松市北区細江町気賀９
９４－１

053-522-0426 森　俊大 森　俊大 歯      H23.10.22

個人 柳澤歯科医院 433-8101
浜松市北区三幸町４６１－
３

053-439-5500 柳澤　晋也 柳澤　晋也 歯 H3.9.2

個人 山本歯科豊岡診療所 433-8103
浜松市北区豊岡町１９５－
５

053-437-0118 山本　譲二 山本　譲二 歯 H2.10.1

個人 若杉歯科医院 433-8104
浜松市北区東三方町２６１
－２

053-438-3454 若杉　正則 若杉　正則
歯    小歯    歯
外

H4.4.16

開設
種別

施設名称
郵便
番号

所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 病床数 開設年月日

医療
医療法人社団いちか
わ歯科浜北

434-0042
浜松市浜北区小松３２６２
－１

053-585-5666
医療法人社団いち
かわ歯科浜北

市川　敬晃
歯    矯歯    小
歯

H25.4.1

医療
医療法人社団大栄会浜
松デンタルクリニック

434-0038
浜松市浜北区貴布祢４５３
－７

053-585-8100
医療法人社団大
栄会

清水　睦博
歯    小歯    歯
外

H29.1.1

医療 上林歯科 434-0042 浜松市浜北区小松１２４７ 053-584-1182
医療法人社団アッ
プライト

上林　弘明
歯    矯歯    小
歯    歯外

R3.5.1

医療 きぶね歯科 434-0038
浜松市浜北区貴布祢５３４
－１１

053-585-3500
医療法人社団誠
和会

丹羽　三津子
歯    矯歯    小
歯  

H9.5.1

医療 鈴木デンタルクリニック 434-0036
浜松市浜北区横須賀７９７
－１

053-585-5575
医療法人社団藍
住会

鈴木　謙司
歯    矯歯    小
歯  

H17.11.1

医療 ナカゼ歯科 434-0003
浜松市浜北区新原３５９６
－３

053-585-2181
医療法人社団ナカ
ゼ歯科

大城　定夫 歯      H18.1.1

医療 中野歯科医院 434-0042
浜松市浜北区小松２９７－
２

053-586-1400
医療法人社団芳
和会

中野　和子
歯    小歯    歯
外

H12.8.1

医療 ポプラ歯科医院 434-0012
浜松市浜北区中瀬７１３６
－９８

053-588-2233
医療法人社団白
彗会

手嶋　由美子
歯    矯歯    小
歯  

H8.8.21

医療 吉田歯科 434-0044
浜松市浜北区内野２５３４
－１

053-586-6666
医療法人社団明
世会

吉田　篤司
歯    小歯    矯
歯

H6.1.20

個人 氏原歯科 434-0004
浜松市浜北区宮口１３３１
－２

053-580-1100 氏原　尚司 氏原　尚司 歯    矯歯    H10.2.3

個人 うめがえ歯科クリニック 434-0015
浜松市浜北区於呂３０３０
－３６

053-588-3213 梅ヶ枝　孝史 梅ヶ枝　孝史
歯    小歯    歯
外

H23.7.13

個人 大城歯科医院 434-0003
浜松市浜北区新原１０４４
－５

053-586-2023 大城　清孝 大城　清孝 歯      S53.1.1

個人
大城歯科医院内野診
療所

434-0044
浜松市浜北区内野９３３－
２

053-586-1060 大城　基秀 大城　基秀 歯      S57.2.10

個人 かとう歯科 434-0042
浜松市浜北区小松５１７－
３

053-586-0506 加藤　強 加藤　強
歯    小歯    矯
歯    

H1.5.1

個人 かわい歯科クリニック 434-0044 浜松市浜北区内野８１５ 053-584-3355 河合　孝拓 河合　孝拓 歯    小歯    H18.3.1

個人 氣賀歯科医院 434-0037 浜松市浜北区沼２６０－１ 053-586-2860 氣賀　康彦 氣賀　康彦 歯      H12.5.30

個人 きたはま歯科 434-0035 浜松市浜北区寺島２８０１ 053-586-4800 小澤　亮吾 小澤　亮吾 歯      S56.12.15

個人 こいけ歯科・矯正歯科 434-0038
浜松市浜北区貴布祢１２０
０　プレ葉ウォーク浜北

053-584-1500 小池　英明 小池　英明
歯    矯歯    小
歯    歯外

H20.10.16

個人 さわき歯科クリニック 434-0012
浜松市浜北区中瀬２６９１
－３３

053-588-5588 沢木　克彦 沢木　克彦 歯    小歯    H10.2.16

個人 新きらり歯科医院 434-0046
浜松市浜北区染地台三丁
目２５－２３

053-424-7770 伊藤　隆祥 伊藤　隆祥
歯    小歯    歯
外

R2.10.1

個人 しんデンタルクリニック 434-0033
浜松市浜北区西美薗２５２
７

053-584-3939 谷本　真 谷本　真
歯    矯歯    小
歯  

H13.12.21

個人 すずき歯科医院 434-0027
浜松市浜北区油一色９２
－１

053-586-1166 鈴木　俊行 鈴木　俊行 歯      S57.12.25

個人 たかだ歯科医院 434-0018
浜松市浜北区西中瀬二丁
目７－１９

053-588-6601 髙田　昌恒 髙田　昌恒 歯    小歯 H23.10.14

個人
たかはし歯科・口腔外
科クリニック

434-0033
浜松市浜北区西美薗２５３
８－１

053-584-5678 歯    歯外 Ｒ1.6.13

個人 滝川歯科 434-0046
浜松市浜北区染地台一丁
目４３－４５

053-545-3778 瀧川　雄介 瀧川　雄介 歯    小歯 H22.7.14

個人 中嶋歯科医院 434-0004
浜松市浜北区宮口２８３６
－１

053-589-0505 中嶋　弘 中嶋　弘 歯    小歯    S61.12.5

【浜松市浜北区】
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個人 長谷川歯科医院 434-0015
浜松市浜北区於呂２１２９
－１

053-588-3575 長谷川　信保 長谷川　信保 歯      S62.11.4

個人 花井歯科 434-0036
浜松市浜北区横須賀１４８
－１

053-586-7882 花井　正歩 花井　正歩
歯    小歯    歯
外

H20.9.12

個人 浜北歯科医院 434-0043 浜松市浜北区中条１２８８ 053-586-3222 石川　恵一 石川　恵一 歯    小歯      S46.3.19

個人 浜名歯科診療所 434-0032
浜松市浜北区道本２７８－
２

053-586-5535 相澤　秀夫 相澤　秀夫
歯    矯歯    小
歯     歯外

H22.9.1

個人 平口歯科医院 434-0041
浜松市浜北区平口３３３－
４

053-584-4682 加藤　徳紀 加藤　徳紀 歯      H12.8.28

個人 平野歯科医院 434-0002
浜松市浜北区尾野７７２－
３

053-588-6868 平野　裕一 平野　裕一
歯    小歯    歯
外  

H13.9.17

個人
福田歯科・歯科口腔外
科クリニック

434-0038
浜松市浜北区貴布祢３００
０

053-584-3262 福田　廣志 福田　廣志
歯    小歯    歯
外  

H14.10.1

個人 富士田歯科医院 434-0032 浜松市浜北区道本２３－７ 053-585-5008 富士田　謙介 富士田　謙介 歯 H18.9.19

個人 みその歯科医院 434-0026
浜松市浜北区東美薗５９
－１３

053-585-6480 岩田　清志 岩田　清志 歯    小歯    H11.5.10

個人 みやぎ歯科室 434-0046
浜松市浜北区染地台四丁
目２３－１８

053-424-6480 宮城　和彦 宮城　和彦
歯    矯歯    小
歯    歯外

H29.10.1

個人 横須賀きが歯科医院 434-0036
浜松市浜北区横須賀１８６
－１

053-585-5252 気賀　三知彦 気賀　三知彦 歯    小歯    H13.4.20

開設
種別
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市町
浜松市春野歯科診療
所

437-0604
浜松市天竜区春野町宮川
１４６７－２

053-983-0015 浜松市 田中　秀生 歯 H17.7.1

個人 秋山歯科 431-3313
浜松市天竜区二俣町鹿島
４２－１

053-925-6480 秋山　龍臣 秋山　龍臣 歯 S60.6.15

個人 浅倉歯科医院 437-0605
浜松市天竜区春野町気田
５８２－１

053-989-0418 淺倉　達也 淺倉　達也
歯    小歯    歯
外

S60.4.15

個人 芦沢歯科医院 431-3314
浜松市天竜区二俣町二俣
１５６６－２

053-925-2850 芦澤　徹由 芦澤　徹由
歯    小歯    歯
外

S57.12.1

個人 大村歯科医院 431-3764
浜松市天竜区横山町４３７
－５

053-923-0555 大村　幸治 大村　幸治 歯 S56.8.1

個人 小澤歯科医院 431-4101
浜松市天竜区水窪町奥領
家２６６０

053-987-0123 小澤　亨司 小澤　亨司 歯 S60.4.1

個人 龍山歯科診療所 431-3804
浜松市天竜区龍山町大嶺
５８１

053-969-0338 小澤　亨司 小澤　亨司 歯 H25.3.18

個人 中野歯科医院 431-3314
浜松市天竜区二俣町二俣
１３５７－２

053-926-1530 中野　知成 中野　知成 歯 H25.11.2

個人 平賀歯科医院 431-3908
浜松市天竜区佐久間町中
部７９－１

053-965-1310 平賀　敦 平賀　敦
歯    矯歯    小
歯

R4.4.1
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