
2020年4月1日現在

地域
登録歯科医師氏名（敬称
略） 施設名 〒 住所 TEL.

中村区 青木　弘之 青木歯科医院 453-0812 名古屋市中村区西米野町4-38-2 052-481-0657

中村区 秋田　豊樹 みやうら歯科 453-0838 名古屋市中村区向島町4-9 052-411-1554

中村区 芦刈　明 あしかり歯科 453-0855
名古屋市中村区烏森町1-132ｴｸﾚｰﾙかすもり
1F

052-471-6849

中村区 安立　妙子 小児歯科あおやま 453-0053 名古屋市中村区中村町9-12 052-411-8081

中村区 阿部　建樹 ニューナゴヤクリニック歯科 450-0002 名古屋市中村区名駅1-2-2近鉄ﾋﾞﾙ10F 052-563-1101

中村区 天野　敏之 さこうデンタルクリニック 453-0033 名古屋市中村区栄生町8-13 052-471-0350

中村区 飯田　丈二 いいだ歯科医院 453-0051 名古屋市中村区豊幡町3 052-411-0300

中村区 石原　健太郎 いしはら総合歯科 453-0818 名古屋市中村区千成通3-33 052-462-8241

中村区 伊藤　一彦 伊藤歯科医院 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-23-29 052-551-2513

中村区 伊藤　武志 いとう歯科 453-0832 名古屋市中村区乾出町2-29 052-471-1511

中村区 稲葉　秀機 加藤歯科 453-0054 名古屋市中村区鳥居西通1-43 052-411-9141

中村区 今枝　義博 今枝歯科 453-0054 名古屋市中村区鳥居西通1-3 052-411-6531

中村区 岩田　明久 岩田歯科医院 453-0041 名古屋市中村区本陣通3-41 052-471-7885

中村区 岩田　好弘 岩田歯科医院 453-0041 名古屋市中村区本陣通3-41 052-471-7885

中村区 岩塚　長門 いわつか歯科クリニック 453-0861 名古屋市中村区岩塚本通4-37 052-412-0162

中村区 内堀　典保 内堀歯科医院 450-0001
名古屋市中村区那古野1-47-1国際ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ
10F

052-581-5580

中村区 遠藤　泰昭 中部矯正歯科クリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅3-21-4名銀駅前ﾋﾞﾙ5F 052-586-2660

中村区 大場　芳宏 大場歯科医院 450-0002
名古屋市中村区名駅3-13-28名駅ｾﾌﾞﾝｽﾀｰﾋﾞﾙ
9F

052-541-4654

中村区 小川　卓志 オガワ歯科 453-0046 名古屋市中村区道下町3-11 052-481-6480

中村区 小川　正義 小川歯科医院 453-0866 名古屋市中村区横井1-140 052-413-1180

中村区 奥村　剛史 奥村歯科医院 453-0043 名古屋市中村区上ﾉ宮町1-32 052-481-1029

中村区 桶屋　洋之 歯科名駅南 450-0003 名古屋市中村区名駅南3-16-15　ASﾋﾞﾙ1F 052-583-7870

中村区 小野　積 国鉄会館歯科 453-0015 名古屋市中村区椿町20-15国鉄会館3F 052-453-1714

中村区 小野　隆司 名鯛歯科 450-0002 名古屋市中村区名駅4-15-22 052-581-7063

中村区 梶川　宗治 梶川歯科医院 453-0856 名古屋市中村区並木1-57 052-412-5100

中村区 加藤　善久 加藤歯科 453-0054 名古屋市中村区鳥居西通1-43 052-411-9141

中村区 木村　英雄 こめの歯科医院 453-0808 名古屋市中村区郷前町2-21 052-451-1182

中村区 木村　博視 木村歯科医院 453-0801 名古屋市中村区太閤4-9-26木村ﾋﾞﾙ2F 052-451-9796

中村区 黒木　豊 えびす歯科 453-0818 名古屋市中村区千成通り6-5ｺｰﾎﾟｻﾝｼｬｲﾝ1F 052-471-7270

中村区 小出　義昭 小出歯科医院 453-0032 名古屋市中村区塩池町2-12-26 052-482-1391

中村区 河野　基子 こうの歯科 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-23-27新笹島ﾋﾞﾙ1F 052-586-8455

中村区 小林　卓 きくや歯科 453-0811 名古屋市中村区太閤通6-16 052-461-0321

中村区 駒崎　祐介 こまざき矯正歯科クリニック 453-0036 名古屋市中村区森田町3-3-20 052-414-6100

名古屋第一赤十字病院登録歯科医師名簿（地域別・氏名順）
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中村区 菰田　隆史 こもだ歯科医院 453-0811 名古屋市中村区太閤通6-99 052-482-7271

中村区 近藤　滋 （医）美和会　近藤歯科 453-0018 名古屋市中村区佐古前町20-8 052-482-2280

中村区 近藤　祐平 こんどう歯科医院 453-0046 名古屋市中村区道下町1-26 052-461-6480

中村区 酒井　優 酒井矯正歯科クリニック 450-0002
名古屋市中村区名駅4-10-10名古屋ｸﾛｽｺｰﾄﾀ
ﾜｰ2F

052-581-3941

中村区 佐々木　信雄 佐々木歯科医院 453-0014 名古屋市中村区則武1-26-13 052-452-3254

中村区 佐藤　一郎 （医）佐藤会　さとう歯科 453-0064 名古屋市中村区草薙町1-101-3 052-412-4582

中村区 佐奈　正敏
（医）日進会　名古屋矯正歯科診
療所

450-0003
名古屋市中村区名駅南2-14-19住友生命名古
屋ﾋﾞﾙ14F

052-581-4718

中村区 清水　雅雪 清水歯科 450-0002 名古屋市中村区名駅4-26-25ﾒﾌｨｽ名駅ﾋﾞﾙ302 052-581-3021

中村区 神保　良 RYO　JIMBO　DENTAL 450-0002
名古屋市中村区名駅4-26-9NEWAGTOWERⅠ
１２F

052-462-1118

中村区 杉浦　啓允
（医）太洋会　すぎうら歯科クリ
ニック

453-0811 名古屋市中村区太閤通4-19 052-461-7564

中村区 杉浦　洋平
（医）太洋会　すぎうら歯科クリ
ニック

453-0811 名古屋市中村区太閤通4-19 052-461-7564

中村区 髙橋　龍彦 八社歯科医院 453-0863 名古屋市中村区八社2-102 052-411-6211

中村区 高村　秀平 たかみち歯科クリニック 453-0037 名古屋市中村区高道町6-1-30 052-481-8860

中村区 竹内　精司 竹内歯科医院 450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3OAﾋﾞﾙ5F 052-561-4048

中村区 田代　寛 田代歯科医院 453-0047 名古屋市中村区元中村町1-30-13 052-482-7004

中村区 城　俊克 サカエ歯科 453-0045 名古屋市中村区藤江町2-47 052-486-1890

中村区 田中　惠子 田中歯科 450-0003 名古屋市中村区名駅南5-4-19第8ｽｶｲﾊﾟﾚｽ1F 052-322-3844

中村区 田中　誠一 神明歯科医院 450-0002 名古屋市中村区名駅5-14-9 052-586-3209

中村区 谷　正人 谷歯科 453-0835 名古屋市中村区上石川町1-52-3 052-414-0861

中村区 土屋　真智子 土屋歯科クリニック 453-0045 名古屋市中村区藤江町3-165 052-482-4618

中村区 寺島　雅顕 寺島歯科医院 453-0013 名古屋市中村区亀島1-10-22 052-451-2125

中村区 徳田　豊 徳田クリニック 453-0011 名古屋市中村区千原町4-65 052-451-0031

中村区 冨田　力夫 冨田歯科医院 453-0044 名古屋市中村区鳥居通3-13 052-471-8595

中村区 鳥村　敏明
（医）エルザ会　テルミナ歯科クリ
ニック

450-0002
名古屋市中村区名駅1-1-4JR名古屋駅ｺﾝｺｰｽ
ﾌｧｯｼｮﾝﾜﾝ

052-586-0007

中村区 中川　正明 中川歯科医院 453-0851 名古屋市中村区畑江通9-27-1ﾒｿﾞﾝ中川2F 052-482-7600

中村区 中川　昌樹 まさき歯科 453-0053 名古屋市中村区中村町9-2-1 052-412-4124

中村区 中島　徹 中島歯科 453-0054 名古屋市中村区鳥居西通2-36 052-411-7777

中村区 中田　論理 広小路歯科室 450-0002 名古屋市中村区名駅4-24-12ｸﾞﾛｰﾊﾞﾋﾞﾙ2F 052-561-1333

中村区 西田　尚 興福歯科医院 450-0002 名古屋市中村区名駅3-24-14LCﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7F 052-561-0648

中村区 西田　善紀 興福歯科医院 450-0002 名古屋市中村区名駅3-24-14LCﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7F 052-561-0648

中村区 林　聖吾 平和歯科医院 453-0855 名古屋市中村区烏森町2-12 052-483-5177

中村区 林　秀直 林歯科医院 453-0856 名古屋市中村区並木2-312 052-412-2001

中村区 原　良成 はら歯科 453-0014 名古屋市中村区則武1-8-7第2ﾑﾂﾐﾋﾞﾙ1F 052-453-6555
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中村区 日比野　祥三 日比野歯科医院 450-0002 名古屋市中村区名駅2-36-6 052-541-0464

中村区 平松　茂弘 平松歯科医院 453-0021 名古屋市中村区松原町2-18 052-471-4995

中村区 古橋　竹文 古橋歯科医院 453-0035 名古屋市中村区十王町8-22 052-482-2535

中村区 古橋　匡文 古橋歯科医院 453-0035 名古屋市中村区十王町8-22 052-482-2535

中村区 牧　貴明 牧歯科医院 453-0828 名古屋市中村区中村本町3-94-3 052-481-6120

中村区 松井　治 まつい歯科 453-0825 名古屋市中村区沖田町387ｱﾒﾆﾃｨｰ沖田2F 052-486-7751

中村区 松岡　重樹 松岡歯科 453-0015 名古屋市中村区椿町21-9第一太閤ﾋﾞﾙ1F 052-451-2345

中村区 松永　弘美 松永歯科医院 453-0801 名古屋市中村区太閤4-1-15 052-451-6276

中村区 水谷　茂 水谷歯科 450-0002 名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ﾋﾞﾙ3F 052-562-1005

中村区 水野　和生 水野歯科口腔外科 453-0016 名古屋市中村区竹橋町21-11 052-452-5776

中村区 宮川　宗久 みやかわデンタルクリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅4-5-28 052-565-6480

中村区 宮本　正彰 （医）一栄会　宮本歯科 453-0835 名古屋市中村区上石川町3-21 052-411-8054

中村区 三輪　巌 三輪歯科医院 453-0067 名古屋市中村区宿跡町2-112 052-413-0123

中村区 村上　仁 村上歯科医院 453-0065 名古屋市中村区靖国町1-123 052-411-5875

中村区 村上　智久 村上歯科 453-0842 名古屋市中村区剣町17 052-413-8080

中村区 山岸　正幸 山岸歯科医院 453-0807 名古屋市中村区権現通2-18-4 052-459-1822

中村区 山崎　友次 山崎歯科医院 453-0806 名古屋市中村区大正町2-36-5 052-451-7948

中村区 山田　康隆 山田歯科医院 453-0057 名古屋市中村区稲葉地本通1-28 052-412-5544

中村区 横井　正勝 横井歯科医院 453-0835 名古屋市中村区上石川町3-7 052-412-0777

中村区 横山　忠 よこやま歯科 453-0014 名古屋市中村区則武2-33-1 052-451-0180

中村区 吉田　孝重 吉田歯科医院 453-0012
名古屋市中村区伊深町17-27　斉藤マンション１
階

052-451-8082

中村区 吉田　匡俊 ナゴヤクリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-19 052-586-0151

中村区 脇田　順雄 脇田歯科 453-0804 名古屋市中村区黄金通3-22ｼｬﾄｰこがね2F 052-452-1046

中村区 渡辺　功 渡辺歯科医院 453-0855 名古屋市中村区烏森町3-58 052-471-3077

中村区 渡辺　直彦 渡辺小児歯科 453-0015 名古屋市中村区椿町16-4しらさぎﾋﾞﾙ1F 052-453-0005

中村区 渡辺　肇 渡辺歯科医院 453-0021 名古屋市中村区松原町2-50 052-471-6623

中村区 渡邉　泰 渡邉歯科 450-0002 名古屋市中村区名駅2-45-7松岡ﾋﾞﾙ3F 052-583-7060

中川区 阿部　雅代 ながら歯科医院 454-0815 名古屋市中川区長良町2-106 052-352-1182

中川区 荒川　治久 荒川歯科医院 454-0011 名古屋市中川区山王3-9-8 052-331-2130

中川区 安藤　由果 ゆかデンタルクリニック 454-0984 名古屋市中川区供米田２丁目106 052-364-7070

中川区 井口　岩雄 井口ファミリー歯科 454-0981 名古屋市中川区吉津2-912 052-432-8241

中川区 池山　正仁 池山歯科医院 454-0807 名古屋市中川区愛知町25-14 052-351-7300

中川区 磯貝　貴彦 磯貝歯科医院 454-0962 名古屋市中川区戸田4-2301 052-301-7122
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中川区 板津　厚治 板津歯科医院 454-0927 名古屋市中川区打中2-112 052-351-6480

中川区 伊藤　裕一郎 いとう歯科 454-0961 名古屋市中川区戸田明正2-2806 052-432-2030

中川区 今枝　康至 今枝歯科医院 454-0997 名古屋市中川区万場5-502 052-432-2925

中川区 岩田　武久 いわた歯科クリニック 454-0817 名古屋市中川区南脇町2-59 052-353-8020

中川区 上野　雄史 うえの歯科クリニック 454-0912 名古屋市中川区野田1-141 052-363-8805

中川区 江場　弘和 エバ歯科医院 454-0804 名古屋市中川区月島町2-16 052-363-0418

中川区 大北　裕一 にじいろ歯科 454-0921 名古屋市中川区中郷2-6 052-363-1504

中川区 大矢　嘉樹 大矢歯科医院 454-0032 名古屋市中川区荒江町17-13 052-362-1182

中川区 大矢　英貴 大矢歯科医院 454-0032 名古屋市中川区荒江町17-13 052-362-1182

中川区 岡田　由美 おかだ歯科 454-0821 名古屋市中川区宗円町2-15 052-352-7771

中川区 岡本　政幸 エブリ歯科 454-0815 名古屋市中川区長良町3-38 052-362-6606

中川区 岡本　善博 岡本歯科医院 454-0011 名古屋市中川区山王1-8-24朝日ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ1F 052-332-1182

中川区 荻田　美紗子 （医）せんのんじ小児歯科 454-0972 名古屋市中川区新家1丁目1517 052-439-0500

中川区 奥村　博樹 奥村歯科医院 454-0911 名古屋市中川区高畑2-323 052-362-8456

中川区 奥村　文治 荒中歯科医院 454-0868 名古屋市中川区草平町1-45 052-351-0616

中川区 押村　進 おしむら歯科 454-0847 名古屋市中川区細米町1-7 052-363-3366

中川区 風岡　盛夫 風岡デンタルクリニック 454-0967 名古屋市中川区戸田西2-1802 052-303-4618

中川区 桂山　龍彦 助光デンタルクリニック 454-0947 名古屋市中川区助光2-906 052-303-4180

中川区 加藤　和彦 カトウ歯科医院 454-0822 名古屋市中川区四女子町1-56 052-362-3751

中川区 金子　眞 金子歯科 454-0912 名古屋市中川区野田1-315 052-354-6171

中川区 金林　昌樹 マサキ歯科クリニック 454-0842 名古屋市中川区宮脇町2-12-1 052-355-1120

中川区 神崎　悟 並木歯科クリニック 454-0901 名古屋市中川区岩塚町本地87-2 052-354-1203

中川区 鬼頭　昭夫 やはた歯科 454-0823 名古屋市中川区富船町5-1-19 052-354-0855

中川区 鬼頭　喬 鬼頭歯科医院 454-0838 名古屋市中川区太平通5-28 052-361-4180

中川区 小山　芳和 小山歯科医院 454-0033 名古屋市中川区五女子1-11-17稲本ﾋﾞﾙ2F 052-363-1655

中川区 近藤　康史 近藤歯科医院 454-0052 名古屋市中川区花塚町2-43 052-351-9119

中川区 佐藤　重孝 佐藤歯科医院 454-0835 名古屋市中川区八家町6-80 052-361-1520

中川区 佐藤　亮 歯科院･南荒子の森 454-0876 名古屋市中川区若山町4-43 052-363-2211

中川区 神野　優子 歯科小児歯科Ｊクリニック 454-0932 名古屋市中川区中島新町3-810 052-354-3501

中川区 杉浦　康規 つゆはし歯科 454-0022 名古屋市中川区露橋2-27-20 052-352-8080

中川区 杉村　泰郎 すぎむら歯科クリニック 454-0912 名古屋市中川区野田1-184 052-364-5711

中川区 鈴木　剛 アズタウン歯科 454-0972 名古屋市中川区新家1-1611ｱｽﾞﾀｳﾝ医療ﾋﾞﾙ2F 052-439-2225

中川区 高橋　敦史 たかはし歯科医院 454-0856 名古屋市中川区小碓通2-39 052-654-4854
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中川区 高橋　祥公 高橋歯科 454-0031 名古屋市中川区八幡本通2-35 052-352-6480

中川区 竹内　政夫 竹内歯科医院 454-0945 名古屋市中川区下之一色町権野129-1 052-301-8268

中川区 土屋　佳久 土屋歯科 454-0826 名古屋市中川区小本本町2-45 052-352-4182

中川区 綱島　吉彦 高畑中央歯科 454-0911 名古屋市中川区高畑1-241ｹｰﾂｰﾎｿﾉﾋﾞﾙ2F 052-352-1122

中川区 角田　美奈 磯貝歯科医院 454-0962 名古屋市中川区戸田4-2301 052-301-7122

中川区 坪井　幸成 坪井歯科医院 454-0971 名古屋市中川区富田町千音寺2971 052-432-0303

中川区 徳光　伸二 はった歯科 454-0877 名古屋市中川区八田町2308 052-353-5500

中川区 中川　恵裕 めぐみ歯科 454-0947 名古屋市中川区助光3-101 052-304-1199

中川区 長瀬　隆憲 ながせ歯科 454-0984 名古屋市中川区供米田2-409 052-302-5656

中川区 中野　敬久 尾頭橋歯科 454-0012
名古屋市中川区尾頭橋1-1-35ｼﾃｨｺｰﾎﾟ尾頭橋
1-205

052-322-0304

中川区 成田　洋之 成田歯科 454-0957 名古屋市中川区かの里1-603 052-303-2121

中川区 西田　豊 にしだ歯科 454-0934 名古屋市中川区西中島1-103 052-381-5431

中川区 野崎　謙治 のざき歯科クリニック 454-0943 名古屋市中川区大当郎1-1911 052-302-5678

中川区 畑中　諭 富田歯科医院 454-0972 名古屋市中川区新家2-1901 052-431-6262

中川区 早瀬　浩一 平成歯科 454-0961 名古屋市中川区戸田明正2-2406 052-432-2123

中川区 松原　哲子 まつばら歯科 454-0873 名古屋市中川区上高畑2-174-2 052-352-9100

中川区 水谷　護 中川歯科 454-0869 名古屋市中川区荒子1-199-1F 052-352-4618

中川区 水谷　義博 水谷歯科医院 454-0004 名古屋市中川区西日置2-6-12 052-331-4509

中川区 宮野　吉文 宮野歯科 454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-12-22 052-321-1020

中川区 森　重人 もり歯科医院 454-0833 名古屋市中川区上脇町1-38 052-354-0118

中川区 安井　宏行 ハルタ歯科クリニック 454-0985 名古屋市中川区春田1-119 052-431-7731

中川区 安田　力 安田歯科 454-0945 名古屋市中川区下ﾉ一色町波花17 052-303-2277

中川区 山口　和正 やまぐち歯科 454-0976 名古屋市中川区服部4-402 052-431-4182

中川区 山下　卓哉 山下歯科 454-0932 名古屋市中川区中島新町3-2703 052-352-1188

中川区 山田　順一 しのはら橋歯科クリニック 454-0048 名古屋市中川区元中野町1-1-1 052-352-4114

中川区 山田　孝 なかの歯科 454-0046 名古屋市中川区神郷町3-2 052-353-0077

中川区 山田　光里 山田歯科医院 454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-19-2 052-322-5418

中川区 吉岡　喜久雄 吉岡歯科医院 454-0838 名古屋市中川区太平通2-38ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌﾋﾞﾙ 052-353-6888

中川区 吉田　勝弘 （医）ヨシダ歯科 454-0971 名古屋市中川区富田町千音寺稲屋4123-1 052-431-1182

中川区 吉田　健 ケン歯科クリニック 454-0962 名古屋市中川区戸田5-806 052-303-3680

中川区 吉田　全孝 中島新町歯科医院 454-0932 名古屋市中川区中島新町1-902 052-362-8444

中川区 渡邊　いく子 渡辺歯科クリニック 454-0981 名古屋市中川区吉津4-3006 052-432-0626

中川区 渡辺　大助 うちで歯科 454-0926 名古屋市中川区打出1-22ｴﾝﾎﾟﾘｱﾑ関1F 052-354-6233
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熱田区 白木　孝佳 伝馬歯科 456-0034 名古屋市熱田区伝馬1-6-5 052-671-1032

熱田区 白木　豊 伝馬歯科 456-0034 名古屋市熱田区伝馬1-6-5 052-671-1032

熱田区 星野　考望 タカミ歯科 456-0011 名古屋市熱田区花町2-7 052-679-3118

熱田区 本多　隆保 本多歯科医院 456-0018 名古屋市熱田区新尾頭1-6-18 052-671-0650

熱田区 宮島　洋子 みやじま歯科医院 456-0025 名古屋市熱田区玉の井町11-11ﾌｧﾐｰﾙ神宮101 052-681-4618

港区 小柳　廣光 小柳歯科医院 455-0037 名古屋市港区名港1-14-24佐藤ﾋﾞﾙ2F 052-653-0636

港区 隅田　晃史 すみた歯科 455-0804 名古屋市港区当知2-101ﾚｲｸﾊｲﾂ当知1F 052-389-0389

港区 橋詰　義幸
みなと医療生活協同組合　みなと
歯科診療所

455-0014 名古屋市港区港楽3-7-18 052-652-5557

西区 安藤　正晃 安藤歯科 451-0062 名古屋市西区花の木1-4-11 052-524-3835

西区 石田　悟
（医）歯恩会　ファミリーデンタルイ
シダ

451-0025 名古屋市西区上名古屋1-3-13 052-531-2992

西区 石田　孝雄 いしだ歯科 452-0833 名古屋市西区山木2-111 052-503-2691

西区 市川　千秋 とき歯科・天神山 451-0061 名古屋市西区浄心2-4-1 052-531-0078

西区 伊藤　讓一 オレンジ歯科 452-0822 名古屋市西区中小田井5-55 052-503-0311

西区 伊藤　利樹 伊藤歯科医院 451-0062 名古屋市西区花の木3-15-7 052-531-2186

西区 伊藤　智康 伊藤歯科医院 451-0062 名古屋市西区花の木3-15-7 052-531-2186

西区 伊藤　正人 伊藤歯科医院 451-0044 名古屋市西区菊井1-4-2 052-562-5839

西区 牛田　正行 牛田デンタルクリニック 451-0051 名古屋市西区則武新町1-1-39 052-586-4181

西区 大野　敞弘 大野歯科医院 451-0031 名古屋市西区城西3-21-7 052-522-1181

西区 大藪　武男 富士歯科 452-0822 名古屋市西区中小田井5-475 052-502-8500

西区 奥村　康明 奥村歯科クリニック 452-0807 名古屋市西区歌里町46 052-505-0048

西区 加藤　和芳 加藤歯科医院 452-0822 名古屋市西区中小田井2-456-1 052-502-8418

西区 木村　浩之 木村歯科 451-0045 名古屋市西区名駅2-18-11 052-586-1001

西区 近藤　大喜 コンドウ歯科クリニック 451-0053 名古屋市西区枇杷島1-12-28 052-521-8648

西区 近藤　真 近藤歯科医院 451-0042 名古屋市西区那古野1-12-10 052-551-0908

西区 近藤　雄三 デンタルオフィスノリタケ 451-0051 名古屋市西区則武新町2丁目8-12 052-551-8020

西区 佐藤　信明 佐藤歯科クリニック 451-0062 名古屋市西区花の木3-19-5 052-528-3718

西区 鈴木　一 フタカタ歯科 452-0806 名古屋市西区五才美町15 052-505-3334

西区 丹羽　大治 にわ歯科 451-0052 名古屋市西区栄生1-35-20川津ﾋﾞﾙ2F 052-561-5822

西区 丹羽　博司 丹羽歯科 451-0044 名古屋市西区菊井1-35-11 052-571-2921

西区 水野　清 （医）やよい会　栄生歯科 451-0052 名古屋市西区栄生2-4-15ｱﾍﾞﾆｭｰCS2F 052-541-4011

西区 森本　達郎 （医）成祥会　のぞみ歯科医院 452-0815 名古屋市西区八筋町285-1ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ八筋2F 052-504-8241

西区 吉田　正範 康生歯科クリニック 451-0066 名古屋市西区児玉3-40-32 052-531-4736

中区 井上　憲臣 平岩歯科医院 460-0013 名古屋市中区上前津2-3-26加藤ﾋﾞﾙ2F 052-321-1798
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中区 大久保　肇 大久保歯科医院 460-0025 名古屋市中区古渡町19-4 052-321-0077

中区 大須賀　伸二 まさき歯科 460-0024 名古屋市中区正木4-8-13金山ﾌｸﾏﾙﾋﾞﾙ1F 052-683-8833

中区 大原　敏正 大原歯科医院 460-0011 名古屋市中区大須４－１０－７８ 052-241-1782

中区 岡本　士麟 誠歯科 460-0013
名古屋市中区上前津1-4-12上前津ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ
3F

052-324-6886

中区 梶原　忠嘉 梶原矯正歯科クリニック 460-0022 名古屋市中区金山2-11-15 052-321-5580

中区 桐山　喬至 伊勢町ビル歯科 460-0008 名古屋市中区栄3-7-1伊勢町ﾋﾞﾙ5F 052-241-6511

中区 澤　政樹 澤歯科 460-0002 名古屋市中区丸の内2-18-15第51KTﾋﾞﾙ2F 052-231-8038

中区 谷田　耕造 たにだ矯正歯科 460-0011 名古屋市中区大須3-31-22C-forestⅡ6F 052-262-8024

中区 野村　尚輝 アスナルデンタルクリニック 460-0022 名古屋市中区金山1-17-1ｱｽﾅﾙ金山3F 052-332-0118

中区 平野　裕昭 名古屋アリスデンタルクリニック 460-0003 名古屋市中区錦3-15-9ｴﾌｼﾞｰ久屋ﾋﾞﾙ5F 052-953-9589

中区 藤井　肇基 藤井歯科医院 460-0008 名古屋市中区栄1-3-3名古屋ﾋﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞB1F 052-231-8841

中区 藤城　吉正
（医）穂積新生会　日生歯科診療
所

460-0008 名古屋市中区栄3-4-21 052-241-0680

中区 間瀬　純治 （医）愛美会　めぐみ歯科へいわ 460-0021 名古屋市中区平和2-12-5 052-253-7100

中区 松尾　隆昌 松尾歯科医院 460-0003
名古屋市中区錦1-19-25名古屋第1ﾋﾞﾙｱﾈｯｸｽ
6F

052-211-1811

中区 南　全 サンデンタル 460-0011 名古屋市中区大須3-30-60大須301ﾋﾞﾙ5F 052-269-1818

中区 山中　康寛 山中歯科医院 460-0012 名古屋市中区千代田3-8-10万長ﾋﾞﾙ2F 052-331-6480

中区 吉田　尚子 ヨシダ歯科 460-0008 名古屋市中区栄3-7-4TOSHIN.SAKURAﾋﾞﾙ3F 052-262-4618

北区 河添　克明 ヴィータ歯科 462-0841 名古屋市北区黒川本通4-38ｶｰｻﾋﾞｱﾝｶ黒川202 052-508-7879

北区 後藤　洋 城北歯科医院・矯正歯科 462-0026 名古屋市北区荻野通1-37 052-914-1040

北区 谷口　秀彰 エンゼル歯科医院 462-0861 名古屋市北区辻本通1-46第2ｴﾝｾﾞﾙﾋﾞﾙ1F 052-917-1188

北区 徳倉 圭 徳倉歯科口腔外科・矯正歯科 462-0004 名古屋市北区三軒町146 052-901-1711

北区 徳倉　良行 （医）良匠会　徳倉歯科 462-0004 名古屋市北区三軒町395-2 052-902-4646

北区 花木　雅洋 花木歯科医院 462-0833 名古屋市北区水切町6-89 052-981-4848

北区 水野　義樹 （医）MY DENTAL みずの歯科 462-0056 名古屋市北区中丸町2-34-4 052-915-2666

北区 宮田　宗 宮田歯科医院 462-0023 名古屋市北区安井2-3-16 052-912-8148

北区 山本　信吾 山本歯科クリニック 462-0819 名古屋市北区平安2-23-50 052-913-4618

東区 佐々木　隆 ササキ矯正デンタルオフィス 461-0001 名古屋市東区泉1-23-36NBN泉ﾋﾞﾙ2F 052-961-0033

東区 竹内　圭介 たけうち歯科クリニック 461-0023 名古屋市東区徳川町2214番地 052-935-0829

東区 森　進吾 テレピアデンタルオフィス 461-0005 名古屋市東区東桜1-14-25ﾃﾚﾋﾟｱ2F 052-265-6557

東区 山本　英策 山本歯科クリニック 461-0040 名古屋市東区矢田2-2-15 052-722-1184

千種区 高田　英明 （医）高田歯科室 464-0850 名古屋市千種区今池1-6-2 052-733-0610

昭和区 犬飼　康夫 犬飼歯科医院 466-0035 名古屋市昭和区松風町3-9-2 052-853-5182

昭和区 坂井　剛 坂井歯科医院 466-0833 名古屋市昭和区隼人町6-7大光ﾋﾞﾙ2F 052-832-5637
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昭和区 竹内　祐介 Uクリニック竹内歯科 466-0824 名古屋市昭和区山里町54-2 052-836-1188

昭和区 鍋谷　秀信 なべたに歯科医院 466-0832 名古屋市昭和区駒方町2-63 052-833-0518

昭和区 山口　由記朗 山口歯科 466-0052 名古屋市昭和区村雲町17-26成和ﾋﾞﾙ5F 052-881-8148

名東区 井上　峰雄 峰デンタルオフィス 465-0093 名古屋市名東区一社2-5ｻｺﾙ2F 052-703-6480

名東区 加藤　謙治 加藤歯科 465-0054 名古屋市名東区高針台2-403 052-704-1182

名東区 藤井　隆彦 名東本通歯科 465-0087 名古屋市名東区名東本通5-3 052-703-0388

名東区 松岡　浩司 松岡歯科クリニック 465-0085 名古屋市名東区西山本通2-12 052-782-0158

守山区 小澤　謙盛 かねしげ歯科 463-0003 名古屋市守山区下志段味濁り池1682-1 052-736-6777

守山区 林　保利 ききょう歯科クリニック 463-0814 名古屋市守山区桔梗平1-2401 052-799-8682

守山区 森山　正 新守山駅前歯科 463-0071 名古屋市守山区新守町74 052-793-1010

瑞穂区 熊谷　早津季 さつきデンタルクリニック 467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通3-39-2 052-834-8148

瑞穂区 栁瀬　直輝 やなせ歯科 467-0002 名古屋市瑞穂区川澄町3-26 052-841-6235

緑区 末永　祐敬 スエナガ歯科医院 458-0021 名古屋市緑区滝ﾉ水5-2104 052-895-4118

天白区 大島　弘幹 歯科ＨＩＲＯ歯 468-0066
名古屋市天白区元八事4-84　元八事メディカル
ステーション2Ｆ

052-746-1410

天白区 寺島　良治 寺島歯科医院 468-0049 名古屋市天白区福池1-245 052-896-3321

天白区 山本　省三 山本歯科医院 468-0024 名古屋市天白区大根町10 052-801-5285

海部 青木　栄伸 あおき歯科 498-0002 弥富市東中地1-142-1 0567-65-8148

海部 浅井　司 浅井歯科 490-1134 海部郡大治町東条郷前118-6 052-441-0118

海部 東　清貴 あずま歯科 496-0911 愛西市西保町西川原43-3 0567-25-8885

海部 伊藤　貢 伊藤歯科医院 498-0012 弥富市五之三町東与太郎2118 0567-65-3866

海部 大鹿　秀夫 大鹿歯科医院 496-8015 愛西市草平町中切44 0567-28-8128

海部 奥田　悦司 奥田歯科医院 496-8001 愛西市勝幡町元池76 0567-28-3234

海部 片岡　正一 片岡歯科 490-1225 あま市蜂須賀百歩11 052-445-1181

海部 片岡　良雄 片岡歯科医院 498-0022 弥富市鯏浦町下六7 0567-65-0508

海部 勝野　雅文 勝野歯科 496-0912 愛西市東保町東河原591 0567-24-1180

海部 加藤　大作 加藤歯科医院 498-0025 弥富市平島町喜右味名64 0567-66-2220

海部 加藤　隆朗 加藤歯科 496-8014 愛西市町方町五軒家東78 0567-24-1188

海部 加藤　俊樹 佐屋歯科医院 496-0905 愛西市北一色町証文1 0567-25-0909

海部 金井　堅次 富吉歯科クリニック 497-0058 海部郡蟹江町富吉1-718 0567-96-0323

海部 川瀬　真樹 川瀬歯科医院 498-0023 弥富市鯏浦町上六73-1 0567-67-1188

海部 久野　光雄 久野歯科医院 497-0002 あま市七宝町遠島新開112 052-444-9404

海部 熊沢　鎮夫 大治歯科医院 490-1141 海部郡大治町馬島大道西238-8 052-441-6200

海部 粂野　哲雄 クメノ歯科医院 497-0001 あま市七宝町沖之島観音寺101 052-443-4141
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海部 黒宮　裕喜 大藤歯科医院 498-0043 弥富市寛延2-92 0567-68-8188

海部 小出　善彦 十四山歯科 490-1406 弥富市鍋平1-12 0567-52-1567

海部 高阪　文雄 高阪歯科医院 497-0054 海部郡蟹江町錦2-78 0567-95-9328

海部 河野　素輝 こうの歯科 496-0922 愛西市大野町未145 0567-31-4567

海部 後藤　貢治 ごとう歯科医院 496-8007 愛西市南河田町高台75 0567-24-2212

海部 後藤　敏文 ごとうデンタルクリニック 497-0001 あま市七宝町沖之島高畑45 052-441-5103

海部 小林　久人 小林歯科 496-0921 愛西市大井町六川北44 0567-31-4455

海部 阪上　恭久 さかがみ歯科 497-0033
海部郡蟹江町蟹江本町ヰﾉ割16-3ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮ
ﾝﾆｭｰｼﾃｨ蟹江6番館103号

0567-95-1182

海部 佐藤　言葉 マコト歯科 496-0905 愛西市北一色町昭和319 0567-25-4171

海部 佐藤　成浩 サトウ歯科医院 496-0905 愛西市北一色町北田面333-2 0567-28-4182

海部 佐藤　文昭 （医）PEIﾃﾞﾝﾀﾙ　佐藤歯科医院 498-0017 弥富市前ｹ須町西勘助241-1 0567-65-5551

海部 篠田　耕伸 弥富デンタルクリニック 498-0027 弥富市鯏浦町南前新田165 0567-65-0700

海部 嶋崎　康一 島崎歯科 497-0058 海部郡蟹江町富吉3-271 0567-95-6316

海部 嶋﨑　博 島崎歯科 497-0058 愛知県海部郡蟹江町富吉3-271 0567-95-6316

海部 下里　司 下里歯科医院 496-0906 愛西市日置町上川田88 0567-24-7285

海部 白瀧　一弥 大治すこやか歯科 490-1142 海部郡大治町三本木西之川116-1 052-444-0707

海部 杉　　憲
（医）太杉会　渕高歯科･小児歯
科

496-8018 愛西市渕高町八畝割38-2 0567-37-1185

海部 杉藤　庄平 すぎとう歯科クリニック 490-1222 あま市木田八反田38 052-445-6789

海部 鈴木　英徳 八開歯科医院 496-8038 愛西市二子町定納236-1 0567-37-3780

海部 鈴木　基弘 すずき歯科 498-0054 弥富市三稲1-18 0567-68-2244

海部 髙橋　亨典 たかはし歯科医院 490-1104 あま市西今宿狐海道1-16 052-441-8241

海部 高村　雅樹 高村歯科医院 490-1142 海部郡大治町三本木柳原81 052-443-1230

海部 滝川　郁敏 滝川歯科医院 497-0031
海部郡蟹江町須成南五本田1981-22藤丸団地
358

0567-95-3905

海部 内匠　孝 タクミ歯科医院 496-8007 愛西市南河田町八龍59-3 0567-23-0630

海部 竹内　章 竹内歯科医院 497-0034 海部郡蟹江町本町4-12 0567-96-0085

海部 竹田　茂 竹田歯科医院 490-1223 あま市森山弁才天56 052-442-4180

海部 田中　義 タナカ歯科医院 497-0034 海部郡蟹江町本町7-3 0567-95-1550

海部 月星　光博 （医）月星歯科クリニック 497-0050 海部郡蟹江町学戸6-8 0567-95-6666

海部 西川原　弘亜 西川原歯科医院 497-0033 海部郡蟹江町蟹江本町ﾄの割1-10 0567-95-3973

海部 野口　隆 野口歯科 490-1222 あま市木田西新五領38 052-442-1318

海部 野口　武男 野口歯科 490-1222 あま市木田西新五領38 052-442-1318

海部 長谷川　千尋 はせがわ歯科医院 490-1107 あま市森7-16-2 052-441-1423

海部 服部　洋志 服部歯科医院 497-0004 あま市七宝町桂郷内1637 052-445-1220
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海部 林　克彦 林歯科 490-1113 あま市中萱津道場82-5 052-443-2830

海部 日置　義照 ひおき歯科 490-1115 あま市坂牧坂塩20 052-443-0711

海部 檜垣　恵子 アリゼ小児歯科医院 496-0911 愛西市西保町同所新田11 0567-31-8241

海部 舟橋　正樹
（医）みらいの一番星　星の森ファ
ミリー歯科

490-1144 海部郡大治町西条南井口16 0120-824-182

海部 松久　勝彦 ステップ歯科クリニック 490-1431 海部郡飛島村服岡4-124 0567-52-1828

海部 宮村　秀樹 宮村歯科医院 496-0922 愛西市大野町山69 0567-32-4137

海部 三輪　和弘 あまデンタルクリニック 490-1211 あま市篠田山吹49番地 052-462-8025

海部 村瀬　岳仁 むらせ歯科 498-0031 弥富市平島町大脇29-2 0567-67-5408

海部 安井　尚史 安井歯科医院 498-0017 弥富市前ｹ須町午新田475-1 0567-67-0876

海部 安井　正男 安井歯科医院 498-0017 弥富市前ｹ須町午新田475-1 0567-67-0876

海部 山田　章貴 Y.C.デンタルクリニック 498-0036 弥富市森津12-2 0567-65-2500

海部 山田　鉄郎 山田歯科医院 490-1105 あま市新居屋上権現15 052-444-0309

海部 横井　友一 よこい歯科クリニック 497-0031 海部郡蟹江町須成下真菰ヶ坪2399-4 0567-55-9100

海部 吉田　隆士 吉田歯科 490-1136 海部郡大治町花常中切45 052-443-4188

海部 渡辺　治 渡辺歯科医院 497-0011 あま市七宝町安松1-85 052-444-2859

海部 渡辺　剛 しのだ歯科医院 490-1211 あま市篠田北長無25-4 052-444-9912

海部 渡辺　静男 渡辺歯科 490-1436 海部郡飛島村竹之郷1-60 0567-52-0600

海部 渡邉　崇 尾張矯正歯科 490-1211 あま市篠田塚田14 052-444-6888

海部 渡部　貞之 渡部歯科 490-1113 あま市中萱津南ﾉ川59 052-441-1223

西春日井 石田　勝重 石田歯科 452-0901 清須市阿原鴨池32 052-401-8088

西春日井 井上　佳三 井上歯科医院 481-0004 北名古屋市鹿田花の木1 0568-23-2633

西春日井 大前　豪 おおまえ歯科医院 452-0942 清須市清洲1-21-13 052-408-0800

西春日井 岡崎　伸一 岡崎歯科 452-0942 清須市清洲1185ﾙｳ･ﾉｰﾌﾞﾙ清洲2F 052-400-7236

西春日井 岡本　卓真 あおばファミリー歯科こども歯科 481-0038 北名古屋市徳重大日16-1 0568-54-2203

西春日井 荻田　訓久 おぎた歯科医院 481-0001 北名古屋市六ﾂ師道毛1-1 0568-21-4777

西春日井 小関　健司 おぜき歯科クリニック 452-0944 清須市上条2-17-8 052-401-8020

西春日井 海川　慎二 かいがわ歯科 481-0033 北名古屋市西之保犬井190 0568-25-4108

西春日井 加藤　篤識 加藤歯科医院 452-0002 清須市西枇杷島町花咲20 052-504-0118

西春日井 加藤　高行 新清洲歯科医院 452-0943 清須市新清洲1-9-1 052-409-6777

西春日井 鬼頭　俊雄 鬼頭西市場歯科医院 452-0941 清須市西市場6-1-6 052-400-0770

西春日井 鬼頭　義郎 鬼頭歯科医院 452-0942 清須市清洲544 052-400-3056

西春日井 久馬　厚 空港歯科医院 480-0202 西春日井郡豊山町豊場和合52-1 0568-28-3478

西春日井 小塚　文雄 小塚歯科医院 480-0202 西春日井郡豊山町豊場八反107 052-903-5377
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西春日井 後藤　武史 ごとう歯科 452-0914 清須市土器野1-29 052-400-8603

西春日井 近藤　浩幸 近藤歯科 452-0918 清須市桃栄2-222 052-409-8389

西春日井 坂井　隆之 さかい歯科口腔外科医院 452-0933 清須市西田中長堀97 052-401-1182

西春日井 佐藤　理之 佐藤歯科医院 481-0006 北名古屋市熊之庄小烏159 0568-23-8818

西春日井 鈴木　泰男 鈴木歯科医院 480-0202 西春日井郡豊山町豊場高前68 0568-28-4202

西春日井 清野　裕三 せいの歯科クリニック 452-0912 清須市須ｹ口駅前2-8 052-401-4618

西春日井 関戸　喜博 関戸歯科医院 481-0004 北名古屋市鹿田坂巻134 0568-24-1833

西春日井 関谷　晋 せきや歯科クリニック 481-0031 北名古屋市弥勒寺東3-28-2 0568-24-8241

西春日井 竹内　祥子 たけうち歯科医院 481-0002 北名古屋市片場新町35 0568-23-2098

西春日井 建部　康司 建部歯科クリニック 452-0065 清須市西枇杷島町芳野2-27 052-502-4250

西春日井 建部　猛男 建部歯科クリニック 452-0065 清須市西枇杷島町芳野2-27 052-502-4250

西春日井 田中　勝己 田中歯科 452-0932 清須市朝日天王11 052-409-8241

西春日井 田辺　敏也 タナベ歯科クリニック 452-0043 清須市西枇杷島町東六軒23 052-503-3559

西春日井 坪井　文隆 坪井歯科医院 452-0018 清須市西枇杷島町住吉47 052-501-0228

西春日井 西村　康弘 西村歯科医院 452-0011 清須市西枇杷島町城並3-13-18 052-501-8254

西春日井 早川　明宏 早川歯科クリニック 481-0006 北名古屋市熊之庄八幡127-1 0568-26-4618

西春日井 林　　仁 はやし歯科 452-0904 清須市東須ｹ口169 052-409-8888

西春日井 菱川　幹夫 菱川歯科 481-0004 北名古屋市鹿田廻間72 0568-23-9795

西春日井 深尾　裕和 フカオ歯科医院 452-0914 清須市土器野299-6 052-400-8762

西春日井 深見　奈々 深見歯科 452-0914 清須市土器野787 052-409-2877

西春日井 普山田　寛 普山田歯科医院 452-0008 清須市西枇杷島町地領1-11-6 052-503-7108

西春日井 三枝樹　明道 （医）社団明生会　みえき歯科 481-0011 北名古屋市高田寺東の川2 0568-25-8020

西春日井 水野　晴進 水野歯科医院 481-0002 北名古屋市片場八瀬の木21-2 0568-23-2345

西春日井 水野　佳子 水野五条歯科 481-0037 北名古屋市鍜治ｹ一色村内東94 0568-21-4488

西春日井 森　清人 豊山歯科クリニック 480-0201 西春日井郡豊山町青山東栄70 0568-28-6480

西春日井 山田　幸弘 （医）あんずの会　青杏堂歯科 481-0041 北名古屋市九之坪梅田46-1 0568-24-0555

西春日井 横井　隆政 よこい歯科クリニック 452-0907 清須市鍋片2-175-1 052-408-0451

西春日井 横井　洋 横井歯科 452-0914 清須市土器野371 052-400-2030

西春日井 鷲津　英樹 えきまえ歯科 481-0041 北名古屋市九之坪東町7-2 0568-25-2000


