
医療機関名 医療機関所在地
医療機関
電話番号

氏名

汐入歯科クリニック 鶴見区汐入町２－３９－２３ 501-4180 本田　剛

マエダ歯科 鶴見区下末吉１－１２－６ 581-5255 前田　宗子

加藤デンタルオフィス 鶴見区鶴見中央１－２８－１ 502-7148 加藤  幸

河野歯科医院 神奈川区神大寺３－３３－１７　アムールフジ１Ｆ－Ｃ 481-0840 河野　岳

西山歯科医院 神奈川区大口通３５ 421-4103 西山  潔

さいとう歯科医院 神奈川区片倉２－４０－３ 491-8588 齋藤  正

伊東歯科医院 神奈川区神奈川本町２－１０ 453-1128 伊東  昌俊

武井歯科医院 神奈川区沢渡４５－１　ルピナス横浜西口１Ｆ 321-8241 武井  徹

皆川歯科クリニック 西区西戸部町３－２８８ 231-0155 皆川  雅彦

荒木歯科室 中区本牧間門２０－３ 623-5508 荒木  敏哉

近藤歯科診療所 中区尾上町４－５７　横浜尾上町ビル　B１ 664-0874 近藤  稔

芳賀歯科医院 中区野毛町２－５９－４　パストラル野毛マリヤ２０２ 242-3341 古川　満理

田中歯科医院 中区本牧町２－３０５　ウィング本牧１Ｆ 623-1007 田中　英代

三光歯科医院 中区長者町５－５０　エムズ長者町１Ｆ 253-7340 三光　義男

加藤デンタルクリニック 中区元町４－１６６　元町ユニオン４Ｆ 681-8217 加藤　道夫

本牧山手歯科診療所 中区本郷町２－３２廣橋ビル２F 264-8185 齊藤　邦明

ナガタ歯科 南区六ッ川１－１３２－６　ヒルズ横浜南ガーデニア１－１０１ 721-4422 吉田　直人

山田歯科医院 南区永田みなみ台２－１２－１０１ 742-8813 山田  重雄

松川歯科医院 南区南太田１－２８－２ 713-4682 松川  圭美

あまだ歯科医院 南区別所１－５－１９　サニーハイムⅢ－１Ｆ 742-5586 天田　力

田林歯科 港南区港南台１－６－４　ＦＫビル２Ｆ 835-0182 田林  真由

保土ヶ谷ヒルズ歯科 保土ケ谷区仏向町１３４０－１４－１０１ 514-0018 林　裕章

鹿郷歯科医院 保土ケ谷区上星川２－１－１ 381-1900 鹿郷  満保

松崎デンタルクリニック 保土ケ谷区権太坂２－２５－２ 715-4618 松﨑　崇

のぞみ歯科 旭区二俣川２－５８　第一清水ハーモニービル３F 364-4418 澤田　秀之

ふたまたがわ歯科口腔外科 旭区二俣川２－５０－１４　コプレ７－Ｂ 360-6480 清水　響

わかまつ歯科 磯子区坂下町９－８　リバーハイツ坂下１Ｆ 751-7820 若松  和代

川田歯科医院 磯子区丸山２－３－１５ 751-2595 川田　次郎

清水歯科医院 金沢区洲崎町１７－２３ 783-8388 清水  洋子

芳沢歯科医院 金沢区釜利谷西２－１－２５ 783-8211 芳沢  傑

宮崎歯科医院 金沢区富岡西１－４８－１３ 774-1801 宮崎  暁男

富岡歯科クリニック 金沢区富岡東６－１－１６　エヴァレジデンス１Ｆ 772-9551 内田　光彦

大倉山ヤジマデンタルクリニック 港北区大倉山１－１７－１１ 531-2099 矢島　佳子

山本歯科医院 港北区新吉田町５５９５ 591-7393 山本  透

清水歯科医院 港北区大倉山３－２－３３　大倉屋ビル２Ｆ 542-6487 清水  哲郎

池谷歯科 港北区綱島西５－２３－２７ 545-8844 池谷  完治

矢吹歯科医院 港北区綱島西３－２－２４　羽田屋ビル２Ｆ 544-5620 矢吹  秀哉

高津歯科医院 港北区綱島西１－５－１８　ＫＢＳビル２Ｆ 542-3764 高津  茂樹

安藤歯科医院 港北区下田町５－１－３ 561-4118 安藤　友彦

田代歯科クリニック 港北区綱島西２－５－３０　きくむらビル２Ｆ 531-8846 田代　茂樹

浜歯科医院 港北区篠原北２－５－３８ 431-1601 浜　いつ子

長谷川歯科医院 港北区高田東４－１１－２０ 531-6451 長谷川　純子

浜田歯科医院 青葉区もえぎ野１－２１　イワコー藤が丘ビル１０１ 978-1188 濱田  宣行

みのわデンタルクリニック 青葉区すすき野３－５－２８ 507-3018 箕輪　邦彦

坂下歯科クリニック 青葉区あざみ野南２－１－２６ 913-6487 坂下  友也
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加々見歯科 青葉区桜台２９－１６　桜台ガーデン１Ｆ 982-8241 加々見  明

しもやま歯科医院 青葉区若草台１－１  962-2241 下山  和夫

青葉台歯科診療所 青葉区青葉台１－２９－１　ひこベービル２Ｆ 981-1025 早川  裕

横浜青葉デンタルクリニック 青葉区藤が丘２－５－５　３Ｆ 972-5051 西山　伸司

藤が丘デンタルクリニック 青葉区藤が丘２－４－３　藤が丘会館３０２ 972-6480 瓦田　全

鳥居歯科医院 青葉区黒須田３２－５　あざみ野コートヒルズ１Ｆ 973-8211 鳥居  浩一郎

藤下歯科医院 青葉区市が尾町１１６４－１１ 971-0740 藤下　義輝

勝田歯科医院 都筑区勝田町２９４－３－２階 591-2918 村田　眞

岸歯科医院 都筑区茅ヶ崎中央３０－１６　アイビル２０１ 943-4618 岸  三博

中村歯科クリニック 都筑区南山田２－１１－１６ 591-8211 中村  裕子

石川歯科医院 戸塚区川上町３６７－１ 821-2441 石川  茂樹

南の街歯科クリニック 戸塚区品濃町５１５－１　南の街３－１０９ 821-7230 猪又　俊之

小島おとなこども歯科 栄区小菅ヶ谷２－１９－４３－１階 392-7758 小島　健

斎藤歯科医院 栄区笠間５－２９－５ 894-1188 齋藤　登

新田歯科医院 泉区中田北２－７－１７ 802-3706 新田　兼久

横浜いずみ台病院 泉区和泉町7838 806-1131 金指　幹元

白神歯科クリニック 泉区中田南１－４０－５ 804-6808 白神　義文

Ｇｒｅｅｎ Ｄｅｎｔａｌ Ｃｌｉｎｉｃ緑園 泉区緑園４－１－６　ジスタスビル２Ｆ 813-4618 石川　博之

黄河歯科医院 瀬谷区三ツ境２０－１８ 364-1577 豊田　寛朗

かわたき歯科クリニック 瀬谷区瀬谷１－２３－４　Ｙ・ＢＵＩＬＤＩＮＧ１Ｆ 303-4182 川滝　統一

ヤゴオリ歯科医院 瀬谷区南台２－８－１３ 303-8811 弥郡  彰彦

あずま歯科クリニック 瀬谷区阿久和西２－６０－１ 489-8911 東　裕智

※研修を修了した歯科医師のうち、名簿掲載について同意が得られた方の情報を掲載しています。
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1 徳岡⻭科クリニック 横浜市鶴⾒区下末吉１−２３−１ クレール末吉１Ｆ 045-584-0050 徳岡 敏⼀
2 貴志⻭科医院 横浜市鶴⾒区下末吉４−１７−１３ 045-581-7915 貴志 英⼦
3 新村⻭科医院 横浜市鶴⾒区⾺場１−８−１ 045-571-5566 新村 信⼀
4 医療法⼈社団⽊原会 横浜市神奈川区 杉⽥4-1-2 新杉⽥駅前ビル2F 080-849-6639 葉⼭ 莉⾹
5 ⽔⾕⻭科医院 横浜市神奈川区七島町１２７−６ 045-431-4580 ⽔⾕ 成孝
6 福島⻭科クリニック 横浜市神奈川区⻄神奈川２−９−９ 045-718-5565 福島 豊
7 杉原⻭科医院 横浜市神奈川区⽩楽１５−１ 045-433-7801 杉原 三惠
8 ⻑なわ⻭科医院 横浜市⻄区平沼１−１６−６ ナイスアーバン横浜駅東館１Ｆ２号室 045-311-2221 ⻑縄 智彦
9 のげ町⻭科室 横浜市中区野⽑町３−１３８ 045-231-7913 ⾼畑 美晴

10 加藤デンタルクリニック 横浜市中区元町４−１６６ 元町ユニオン４Ｆ 045-681-8217 加藤 道夫
11 三條⻭科 みなとみらい診療室 横浜市中区桜⽊町１−１−８ ⽇⽯横浜ビル３F 045-683-3418 花村 武
12 三條⻭科 みなとみらい診療室 横浜市中区桜⽊町１−１−８ ⽇⽯横浜ビル３F 045-683-3418 ⼭内 直樹
13 三條⻭科 みなとみらい診療室 横浜市中区桜⽊町１−１−８ ⽇⽯横浜ビル３F 045-683-3418 三條 京⼦
14 中華街⻭科医院 横浜市中区⼭下町１８９−８ 有健剛ビル２Ｆ 045-662-5788 張 師俊
15 船洲会⻭科診療所 横浜市中区⼭下町２  産業貿易センタービル３Ｆ 045-671-7174 ⽯井 博之
16 村⽥⻭科医院 横浜市中区⻑者町８−１３２−５ 産友ビル⻑者町第⼀２Ｆ 045-261-4652 村⽥ 武
17 宮地⻭科クリニック 横浜市中区不⽼町１−５−１１ ケースパイヤービル１Ｆ 045-641-2629 宮地 繁
18 ⽻⽥⻭科医院 横浜市中区本牧三之⾕９−２６ 045-621-0763 ⽻⽥ 久美夫
19 ⽥中⻭科医院 横浜市中区本牧町２−３０５ ウィング本牧１Ｆ 045-623-1007 ⽥中 英代
20 あまだ⻭科医院 横浜市南区別所１−５−１９ サニーハイムⅢ−１Ｆ 045-742-5586 天⽥ ⼒
21 ナガタ⻭科 横浜市南区六ッ川１−１３２−６ ヒルズ横浜南ガーデニア１−１０１ 045-721-4422 吉⽥ 直⼈
22 オーラルクリニックあさひろ 横浜市港南区 港南台4丁⽬33-3 045-342-4006 朝廣 賢哉
23 ⽥林⻭科 横浜市港南区港南台１−６−４ ＦＫビル２Ｆ 045-835-0182 ⽥林 真由
24 村上⻭科医院 横浜市港南区上⼤岡⻄１−１６−１９ 上⼤岡エントランス４Ｆ 045-843-9090 村上 慶太
25 渡辺⻭科医院 横浜市港南区⼤久保１−１１−１１ 045-842-0233 渡邊 宇⼀
26 たじま⻭科クリニック 横浜市港南区⽇限⼭１−５７−４０ 045-825-3662 ⽥島 ⼤太郎
27 成松⻭科医院 横浜市保⼟ヶ⾕区宮⽥町２−１８１ 第１丸秋ビル２Ｆ 045-331-9770 成松 信幸
28 松崎デンタルクリニック 横浜市保⼟ヶ⾕区権太坂２−２５−２ 045-715-4618 松﨑 崇
29 ⿅郷⻭科医院 横浜市保⼟ヶ⾕区上星川２−１−１ 045-381-1900 ⿅郷 満保
30 にった⻭科 横浜市保⼟ヶ⾕区新桜ヶ丘１−９−１５ 045-351-2243 新⽥ 維⼦
31 クレデンタルクリニック 横浜市保⼟ヶ⾕区⻄⾕３−２４−２−２０３ 045-373-3148 呉 明也
32 保⼟ヶ⾕ヒルズ⻭科 横浜市保⼟ヶ⾕区仏向町１３４０−１４−１０１ 045-514-0018 林 裕章
33 ⽩根⻭科医院 横浜市旭区⽩根５−１４−１ 045-951-7701 ⼤坪 正⾏
34 三宅⻭科医院 横浜市磯⼦区磯⼦２−２５−１ 045-752-5588 三宅 公太郎
35 磯⼦⻭科クリニック 横浜市磯⼦区磯⼦３−３−２１ 江⼾徳ビル１Ｆ 045-353-8023 ⽵内 亜由⼦
36 川⽥⻭科医院 横浜市磯⼦区丸⼭２−３−１５ 045-751-2595 川⽥ 次郎
37 さいとう⻭科医院 横浜市磯⼦区久⽊町２４−４ 045-751-7461 齋藤 元昭
38 ⽻⽥⻭科医院 横浜市磯⼦区森１−１０−７ 045-753-7241 ⽻⽥ 京太郎
39 江間⻭科医院 横浜市磯⼦区中原４−２６−７ 045-773-1182 江間 緑
40 ⻄公園⻭科診療所 横浜市磯⼦区洋光台３−９−２２ 045-831-2110 渡辺 茂
41 清⽔⻭科医院 横浜市⾦沢区洲崎町１７−２３ 045-783-8388 清⽔ 洋⼦
42 北條⻭科医院 横浜市⾦沢区能⾒台通１−６ 能⾒台シマヤ第２ビル ３Ｆ 045-784-2360 北條 ⼀⻁
43 能⾒台かとう⻭科クリニック 横浜市⾦沢区能⾒台通８−８ パイネックスビル１F 045-752-9100 加藤 智也
44 芳沢⻭科医院 横浜市⾦沢区釜利⾕⻄２−１−２５ 045-783-8211 芳沢 傑
45 とも⻭科クリニック⾦沢⽂庫 横浜市⾦沢区釜利⾕東２−１４−１３ 柳下ビル１Ｆ 045-349-3613 櫻井 知⼰
46 ⼩波津⻭科クリニック 横浜市⾦沢区釜利⾕東７−３−１ 045-701-6487 ⼩波津 ⼀
47 加藤⻭科医院 横浜市⾦沢区寺前２−２−２５ 045-701-9369 串⽥ 守
48 さらや⻭科⼝腔外科 横浜市⾦沢区⾕津町１４１−１３ 045-784-1410 更家 誠
49 宮崎⻭科医院 横浜市⾦沢区富岡⻄１−４８−１３ 045-774-1801 宮崎 暁男
50 富岡⻭科クリニック 横浜市⾦沢区富岡東６−１−１６ エヴァレジデンス１Ｆ 045-772-9551 内⽥ 光彦
51 ⻑⾕川⻭科医院 横浜市港北区 ⾼⽥東４ー１１ー２０ 045-531-6451 ⻑⾕川 純⼦
52 安藤⻭科医院 横浜市港北区下⽥町５−１−３ 045-561-4118 安藤 友彦
53 ⾼津⻭科医院 横浜市港北区綱島⻄１−５−１８ ＫＢＳビル２Ｆ 045-542-3764 ⾼津 茂樹
54 ⼤垣⻭科医院 横浜市港北区綱島⻄２−７−１８  ニックハイム綱島第２−２Ｆ 045-543-8107 ⼤垣 敦則
55 池⾕⻭科 横浜市港北区綱島⻄５−２３−２７ 045-545-8844 池⾕ 完治
56 浜⻭科医院 横浜市港北区篠原北２−５−３８ 045-431-1601 浜 いつ⼦
57 ⼭本⻭科医院 横浜市港北区新吉⽥町５５９５ 045-591-7393 ⼭本 透
58 北野⻭科医院 横浜市⻘葉区あざみ野２−２−８ プロスパあざみ野１０１ 045-902-4182 北野 道廣
59 坂下⻭科クリニック 横浜市⻘葉区あざみ野南２−１−２６ 045-913-6487 坂下 友也
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60 みのわデンタルクリニック 横浜市⻘葉区すすき野３−５−２８ 045-507-3018 箕輪 邦彦
61 ⼤橋⻭科医院 横浜市⻘葉区榎が丘５−５モンターナ⻘葉台３号 045-984-1597 ⼤橋 擁
62 ⼩杉⻭科医院 横浜市⻘葉区新⽯川２−１５−９ 045-902-8214 ⼩杉 禎久
63 アーバン・プラザ⻭科藤尾 横浜市⻘葉区藤が丘１−１６−１０ アーバン・プラザ２Ｆ−Ｊ 045-971-8447 藤尾 昭
64 藤が丘デンタルクリニック 横浜市⻘葉区藤が丘２−４−３ 藤が丘会館３０２ 045-972-6480 ⽡⽥ 全
65 さとう⻭科クリニック 横浜市⻘葉区美しが丘２−１７−４−１０３ 045-903-7330 佐藤 英夫
66 ブルーリーフ⻭科 横浜市⻘葉区美しが丘２−１８−１４ ２階 045-482-3312 ⻄⼭ ⿇美
67 葉⻭科医院 横浜市都筑区荏⽥南２−１３−１０ 045-942-4182 葉 紹誠
68 みなも⻭科医院 横浜市都筑区⽜久保⻄２−１−３３ ミナモビル１０１ 045-911-2225 ⿊沢 章
69 マサキ⻭科クリニック 横浜市都筑区⾼⼭６−４ 045-943-3111 橋本 正基
70 勝⽥⻭科医院 横浜市都筑区勝⽥町２９４−３−２階 045-591-2918 村⽥ 眞
71 川和⻭科 横浜市都筑区川和町９５８ 045-932-8181 ⽊村 謙吾
72 よしおか⻭科医院 横浜市都筑区⼤丸３−３ 045-948-1105 吉岡 裕史
73 中川駅前⻭科クリニック 横浜市都筑区中川１−１０−２ 中川センタービル２Ｆ 045-910-2277 ⼆宮 威重
74 ヒューマンデンタルクリニック 横浜市都筑区中川１−９−２５ 露⽊中川ビル１F １０１ 045-507-4071 飯⽥ 良平
75 すが⻭科医院 横浜市都筑区中川中央１−３９−７ マイキャッスルセンター北Ⅱ 045-913-8856 須賀 功⼆郎
76 原宿わたなべ⻭科診療所 横浜市⼾塚区原宿３−８−６ ⼆⼋五番館１Ｆ 045-443-5519 渡邉 仁史
77 医療法⼈芽依美会⽯川⻭科医院 横浜市⼾塚区川上町３６７−１ 045-821-2441 ⽯川 茂樹
78 たけなが⻭科クリニック 横浜市⼾塚区平⼾町４９４−２ EGNハイツ１F 045-828-1800 ⽵⻑ 博史
79 河野⻭科医院 横浜市栄区桂町１９０−８ 045-893-4888 河野 維知⼦
80 杉⼭⻭科医院 横浜市栄区公⽥町１６３８−２８ 045-891-6023 杉⼭ 紀⼦
81 ⼤⽮⻭科医院 横浜市栄区公⽥町５１４−５  柳沢ビル１Ｆ 045-892-1011 ⼤⽮ 享
82 グリーンデンタルクリニック緑園 横浜市泉区 緑園4-1-6 ジスタスビル2F 045-813-4618 ⽯川 博之
83 ルーエ⻭科クリニック 横浜市泉区岡津町５９７−７ 045-410-9888 前原 勝洋
84 橋本⻭科医院 横浜市泉区上飯⽥町１３３１−４ 045-804-2654 橋本 和喜
85 宮内⻭科医院 横浜市泉区上飯⽥町９３８ 045-801-8732 宮内 錦⼀
86 あいば⻭科医院 横浜市泉区中⽥東１−３７−２ 045-802-1765 相庭 常⼈
87 新⽥⻭科医院 横浜市泉区中⽥北２−７−１７ 045-802-3706 新⽥ 兼久
88 よしの⻭科クリニック 横浜市泉区弥⽣台２５−１ 弥⽣台⽯川ビル２０４ 045-813-5504 吉野 壮⼀郎
89 やすだ⻭科医院 横浜市泉区和泉中央北２−２−２７ くじらいビル２Ｆ 045-804-1414 安⽥ 裕昭
90 ⼭村⻭科クリニック 横浜市泉区和泉町２５８２ 045-801-2800 ⼭村 寿伸
91 オレンジ⻭科・矯正⻭科 横浜市瀬⾕区 中央6-15 イトーヨーカドー三階 045-744-5900 ⻲崎 良助
92 オレンジ⻭科・矯正⻭科 横浜市瀬⾕区 中央6-15 イトーヨーカドー三階 045-744-5900 福良 祥之
93 あずま⻭科クリニック 横浜市瀬⾕区阿久和⻄２−６０−１ 045-489-8911 東 裕智


