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神奈川
氏名
鍵和田豊
荒川秀樹
玉置勝司
今井崇隆
渥美美穂子
木本克彦
星憲幸
林 幸男
藤原基
山村雅章
渡辺英男
半澤栄一
岡村健弘
吉野練太朗
稲井哲司
藤井俊朗
沖倉喜彰
鈴木みどり
池谷完治
林昌二
濵野奈穂
豊田實
鈴木彰
小柳光蔵
一瀬昭太
山田眞理
柳川明宏
沖淳
服部慎太郎
佐藤英夫
今村嘉宣
向山仁
田中欽也
阿部實
三浦英司
小久保裕司
大久保力廣
中村善治
鈴木恭典
高山慈子
大貫昌理
鈴木清貴
石川千恵子
米山喜一
滝新典生
新保秀仁
森戸光彦
菅武雄
土田富士夫
鈴木典子
小野寺進二
佐藤洋平

診療所名
（社）湘南福祉協会 総合病院湘南病院
横須賀ファースト歯科クリニック
神奈川歯科大学附属病院 補綴科
神奈川歯科大学附属病院 補綴科
神奈川歯科大学附属病院 補綴科
神奈川歯科大学附属病院 デジタル歯科
神奈川歯科大学附属病院 クラウンブリッジ診療科
神奈川歯科大学附属病院 総合診療科Ⅲ

診療所所在地
横須賀市鷹取1－1－1
横須賀市三春町3-7
横須賀市稲岡町82
横須賀市稲岡町82
横須賀市稲岡町82
横須賀市稲岡町82
横須賀市稲岡町82
横須賀市稲岡町82
神奈川歯科大学顎口腔機能修復科学講座歯科補綴学分野 横須賀市稲岡町82
（医）恵宏会 千恵歯科医院
横須賀市若松町2-3 板庄ビル2F
なべ歯科医院
横須賀市久里浜4-6-13
(医）明輪会 プラザデンタルクリニック
横須賀市本町2-1-12 ショッパーズプラザ5Ｆ
岡村デンタルクリニック
横浜市旭区今宿1-27-3 ニュータウンビル2Ｆ
吉野歯科医院
横浜市旭区中希望ヶ丘130-16
いない歯科
横浜市旭区中白根1-8-8
藤井歯科医院
横浜市旭区柏町108-10
おきくら歯科医院
横浜市港北区日吉本町3-33-14
なかてはら歯科
横浜市港北区仲手原2-21-14妙蓮寺パレス1階
いけたに歯科
横浜市港北区綱島西5-23-27
神奈川歯科大学附属横浜クリニック インプラント科
横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6
神奈川歯科大学附属横浜クリニック 成人歯科
横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6
学校法人 鶴見歯科学園附属歯科診療所
横浜市西区南幸2-2-1
アキラ歯科医院
横浜市西区伊勢町3-148
横浜市西区岡野1-14-1横浜メディカルセンタービル
医療法人審美会 鶴見歯科医院
横浜市西区岡野1-14-1横浜メディカルセンタービル
医療法人審美会 鶴見歯科医院
横浜歯科技術専門学校付属診療所
横浜市西区南幸2-2-1
柳川ビルクリニック歯科室
横浜市西区南幸2-21-5-2F
沖歯科医院
横浜市青葉区市ヶ尾町1154プラザビル1Ｆ
MOM Dental Clinic(マームデンタルクリニック)
横浜市青葉区美しが丘西3-2-11
さとう歯科クリニック
横浜市青葉区美しが丘2-17-4-103
今村歯科医院
横浜市中区宮川町2-56
横浜市立みなと赤十字病院歯科口腔外科
横浜市中区新山下3-12-1
医療法人育愛会デンタルクリニック
横浜市中区日ノ出町1-75-1F
鶴見大学歯学部附属病院 補綴科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 補綴科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 補綴科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 補綴科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 補綴科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 補綴科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 補綴科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 補綴科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 補綴科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 補綴科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 補綴科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 補綴科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 高齢者歯科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 高齢者歯科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 高齢者歯科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 高齢者歯科
横浜市鶴見区鶴見2-1-3
鶴見大学歯学部附属病院 総合歯科
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
横浜市鶴見区鶴見2-1-3

診療所電話番号

046-865-4105
046-887-0887
046-822-8883
046-825-1500
046-825-1500
046-822-8810
046-822-8810
046-822-8810
046-822-8883
046-826-3339
0465-33-4184
0468-21-2501
045-363-6321
045-363-8148
045-308-3303
045-365-3918
045-564-1182
045-633-8249
045-545-8844
045-313-4019
045-313-4009
045-322-0219
045-242-8211
045-311-3422
045-311-3422
045-311-3925
045-973-6626
045-901-4183
045-903-7330
045-231-4650
045-628-6100
045-231-1765
045-581-1001
045-581-1001
045-580-8555
045-581-1001
045-581-1001
045-580-8555
045-580-8555
045-581-1001
045-580-8500
045-581-1001
045-581-1001
045-580-8555
045-580-8500
045-580-8500
045-580-8500
045-581-1001
045-580-5800
045-581-1001

* 山田重雄
* 宇治文孝

山田歯科医院
医療法人社団 宇治歯科医院
米田隆紀
米田歯科クリニック
* 青山繁
青山歯科医院
* 小泉政幸
（医）英真会小泉歯科診療所
栗原大介
江口歯科・矯正
* 山崎伸夫
山崎歯科医院
池田亜紀子 北村歯科医院
* 片山繁樹
片山歯科医院
* 宮本績輔
宮本歯科医院
* 大友孝恒
大船メディカルビル大友歯科
鈴木満
厚木みどり歯科
* 玉井久貴
タマイ歯科
* 鈴木潔
すずききよし歯科
川越元久
川越歯科医院
山縣徹哉
山縣歯科医院
* 牟田 成
牟田歯科医院
荒木次朗
ジロー歯科
村松 透
トオル歯科ケアクリニック
* 渋谷始
高北歯科診療所
* 馬嶋洋一
馬嶋歯科医院
武藤亮治
ふじみ歯科クリニック相模大野
片桐慎吾
片桐歯科医院
* 瓜生厚
瓜生歯科医院
* 澤田智慈
湘南なかがわ歯科
澤田智史
湘南なかがわ歯科
* 戸田篤志
戸田歯科医院
郷土恵久
青い鳥歯科クリニック
井野智
岩崎雅充
花谷重守
小田切 憲
* 高橋晃子

横浜市南区永田みなみ台2-12-101
横浜市南区吉野町3-7 Yビル2F
横浜市南区共進町3-54-1 佐藤ビル1F
横浜市南区白金町1-19
横浜市都筑区東山田4-29-18
横浜市旭区二俣川1-45-17-2F
横浜市保土ヶ谷区新井町454-1
横浜市保土ヶ谷区岩崎町8-10
横浜市北新横浜1-2-1 CAM・FORA203
鎌倉市大船2-1-33
鎌倉市大船3-2-11 大船メディカルビル3Ｆ302号
厚木市泉町4-1 第5内田ビル2Ｆ
川崎市高津区溝口3-14-20
川崎市高津区二子5-5-1ﾋｻｷﾊｲﾂ高津1F
川崎市高津区末長1100

045-742-8813
045-261-8884
045-741-6482
045-262-0773
045-591-1131
045-364-9550
045-383-2988
045-331-0056
045-546-1161
0467-46-2972
0467-46-8241
046-229-3010
044-811-1181
044-850-1082
044-866-7422
川崎市川崎区駅前本町11-1 川崎イーストワンビル6Ｆ 044-211-0648
川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ8F
044-222-4321
川崎市川崎区日進町1-68 サンスクエア川崎2Ｆ 044-220-1188
川崎市中原区井田中ノ町43-7-1F
044-777-7447
相模原市相模大野6-9-9
042-747-0246
相模原市当麻1574-14
042-778-3611
相模原市南区豊町15-8 いわくらビル1F
042-744-2840
座間市入谷4-1881-27 加藤ビル2F
046-253-1844
藤沢市鵠沼石上2-2-5
0466-24-6133
藤沢市下土棚512-3
0466-45-7004
藤沢市下土棚512-3
0466-45-7004
平塚市明石町26-6 中央ビル5F
0463-21-1314
中郡大磯町大磯1039
0463-74-6480

