
　２歳児歯科健康診査　実施医療機関一覧(R３.７月現在)
　　　※協力医療機関は変更になる場合がございます。電話で予約をしてから受診してください。

飯坂歯科医院 城北町 ８２３－５３８３ おおつ野ねもと歯科医院 おおつ野 ８４６－４１１０

市村歯科医院 東崎町 ８２２－８５５０ 神立中央歯科医院 神立中央三丁目 ８３４－０８８８

イバラキクリニック 中央一丁目 ８２２－４５３７ 神立デンタルクリニック 神立町 ８３０－２１６１

上野歯科医院 中央一丁目 ８２１－０８８５ 小林歯科医院 白鳥町 ８３１－７６４４

ウララ歯科クリニック 大和町 ８２５－４４８８ 高野歯科医院 神立中央一丁目 ８３１－９９６５

おおきデンタルクリニック 港町一丁目 ８２６－４６１８ ちゃぞの歯科医院 神立中央五丁目 ８３２－３６００

梶塚歯科クリニック 大和町 ８２３－１５５１ 深谷歯科医院 神立東 ８９８－９１０２

久保木歯科医院 中央一丁目 ８２１－１６８６ 稲葉歯科医院 烏山三丁目 ８４１－５５０８

KSデンタルクリニック 田中三丁目 ８２５－１４３０ 酒井歯科医院 大岩田 ８２６－５４５４

小竹歯科クリニック 中央一丁目 ８２３－０７６２ さくら歯科クリニック 小岩田東一丁目 ８３５－６７７０

柴沼歯科 佐野子 ８２６－７１１９ 鈴木歯科 小岩田東一丁目 ８２４－３３１１

下島歯科医院 中央二丁目 ８２４－３３９０ 塚原デンタルクリニック 右籾 ８４２－３８１７

千束町歯のクリニック 千束町一丁目 ８７５－５１３０ 後藤歯科クリニック 並木一丁目 ８２５－６４８０

田中歯科医院 川口一丁目 ８２１－３４２６ ましこ歯科医院 都和一丁目 ８２３－７５７５

とうざき歯科クリニック 東崎町 ８２２－７７００ 宮田歯科医院 西並木町 ８２１－６２２４

ナカジマ矯正歯科クリニック港町二丁目 ８２３－８８１８ 吉田歯科医院 並木一丁目 ８２４－２００８

中島歯科医院 中央二丁目 ８２１－８３８３ ウエハマ歯科医院 藤沢 ８６２－５０３２

ながい歯科クリニック 大町 ８４６－１１２２ 来栖歯科医院 大畑 ８６２－１１６４

沼崎歯科医院 大手町 ８２１－１９５０ 幸デンタルクリニック 沢辺 ８６２－２３６０

広瀬歯科医院 川口一丁目 ８２４－５８５８ 寺島歯科 藤沢 ８６２－５５１５

堀越歯科医院 桜町四丁目 ８２６－６４９１ 若草歯科医院 大畑 ８６２－４８８７

みなと歯科クリニック 港町一丁目 ８３５－３４８０ 秋吉歯科医院 阿見町荒川本郷 ８４３－０６６６

土浦やまぐち歯科クリニック文京町 ８８６－５５３３ T´ｓデンタルクリニック 阿見町荒川本郷 ８９９－７７１７

おじま歯科医院 真鍋五丁目 ８２４－６６６１ 朝日歯科クリニック 阿見町実穀 ８４３－３３６５

さくらい歯科医院 木田余東台 ８２４－２００５ あみ中央歯科医院 阿見町阿見 ８８８－１９８８

しば歯科医院 真鍋四丁目 ８２１－８７７２ 永林堂歯科医院 阿見町鈴木 ８８７－７７８１

斯波歯科医院 東真鍋町 ８２３－５００９ 大久保歯科クリニック 阿見町阿見 ８９１－００１２

デンタルクリニック諏訪 真鍋新町 ８２４－５３３０ 大場歯科医院 阿見町中央五丁目 ８８７－７５３６

茂木歯科医院 真鍋一丁目 ８２１－０７３５ かわはら歯科医院 阿見町岡崎 ８９１－３３８３

伊藤歯科医院 乙戸 ８３４－２４４０ 北沢歯科クリニック 阿見町住吉 ８３０－４１００

海老原歯科医院 北荒川沖町 ８３０－４７４８ 椎名歯科医院 阿見町阿見 ８８７－４６３３

かやば歯科医院 中 ８４３－５５７７ しのつか歯科 阿見町島津 ８８８－２４５０

川村歯科医院 中村南四丁目 ８４１－０３４５ 斯波歯科医院 阿見町中央一丁目 ８８７－３２２１

佐藤歯科クリニック 西根西一丁目 ８４１－７１１８ 塚原歯科医院 阿見町阿見 ８８７－０２５４

鈴木歯科医院 荒川沖 ８４１－１１７２ 塚本デンタルクリニック 阿見町本郷 ８９３－５２５７

関口小児歯科医院 乙戸 ８４２－７１８８ つきむら歯科クリニック 阿見町中央 ８６９－８８４１

のぎ歯科 中村南一丁目 ８４３－８８４６ つるや歯科 阿見町中郷 ８８７－６４６０

ひさみつ歯科医院 荒川沖東二丁目 ８４１－００７７ ときわ歯科医院 阿見町岡崎 ８８７－７７５７

南学園歯科医院 西根南三丁目 ８４１－０６０６ 永山歯科医院 阿見町阿見 ８８７－８１８１

宮田歯科クリニック 中荒川沖町 ８４３－４６１８ ぬまじり歯科 阿見町鈴木 ８４０－２６５１

よしだ歯科 小山田 ８４１－４８４８ 野口歯科医院 阿見町廻戸 ８８７－０３５０

おぎの歯科医院 下高津四丁目 ８２３－７１１１ ピアシティ歯科クリニック 阿見町本郷 ８４３－８２８２

加茂歯科医院 永国 ８２４－５１１７ ファミリー歯科 阿見町うずら野 ８４３－６４８０

菊池歯科医院 中高津一丁目 ８２２－１６６１ 増野歯科医院 阿見町荒川本郷 ８４２－８２１４

小杉歯科医院 下高津一丁目 ８２４－１０８９ 宮本歯科医院 阿見町荒川本郷 ８４２－７０２５

たかぎ歯科 国分町 ８２２－３１１１ 山崎歯科クリニック 阿見町岡崎 ８８８－０７７８

高田歯科クリニック 国分町 ８７５－６５７５

永国台歯科クリニック 永国町 ８２６－１５１１

福島歯科医院 富士崎一丁目 ８２３－２２４８
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