
大塚病院連携医療機関【文京区・歯科】

医療機関名 医師名 所在地 最寄駅 電話 標榜科

アイ歯科医院 太田　順子 湯島1-3-4ＫＴお茶の水聖橋ビル2Ｆ
JR総武線　お茶の水
駅

3814-7015 歯科　小児歯科　歯科口腔外科

飯島歯科医院 飯島　喜浩 千石4-13-6 ＪＲ山手線　巣鴨駅 3941-7605 歯科一般

石神歯科医院 石神　栄隆 湯島3-16-10徳和ビル2Ｆ
東京メトロ千代田線
湯島駅

3835-0648 一般歯科　口腔外科　小児歯科

石原奈保歯科クリニック 石原　奈保
音羽1-2-18　ネオマイム文京音羽
1F

東京メトロ有楽町線
江戸川橋駅

3943-8846 歯科　小児歯科

市田歯科医院 市田　忠 本駒込2-10-3　3F 都営三田線　千石駅 3947-8041 歯科　歯科口腔外科

今井歯科医院 今井　瑠璃 白山5-14-5 都営三田線　千石駅 3941-2768 歯科　小児歯科

岩佐歯科クリニック 岩佐　宗行 小日向4-4-3-101
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3946-6480
一般歯科　口腔外科　歯科矯正　小児
歯科

岩波歯科医院 岩波　行紀 千駄木4-22-2
東京メトロ千代田線
千駄木駅

3821-2625 歯科　矯正歯科

大塚くすのせ歯科 楠瀬　有紗 大塚5-9-2新大塚プラザ101
東京メトロ丸ノ内線
新大塚駅

5981-8648 歯科　小児歯科

加賀谷歯科医院 加賀谷　昇
大塚3-6-13　グランドメゾン茗荷谷
1F

東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3945-1184 歯科　口腔外科　小児歯科　矯正歯科

小家歯科医院 小家　公 大塚3-10-3-201
東京メトロ丸ノ内線
新大塚駅

3946-8308 歯科

小日向台町歯科 是澤　智久 小日向3-7-4メゾンたかむら1Ｆ
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

5395-6480 口腔科　口腔外科

斉藤歯科医院 斎藤　季夫 春日2-10-19-201
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3811-4732 歯科

佐久間歯科医院 佐久間　暁美 音羽2-2-2-101
東京メトロ有楽町線
護国寺駅

3941-0280 歯科

サッカー通りみなみ　デンタル
オフィス

橋村　威慶 本郷3-12-9　橋本ビル1F
JR総武線　お茶の水
駅

6801-5495 一般歯科　小児歯科　矯正歯科

佐藤歯科医院 佐藤　文彦
小日向4-5-10　小日向サニーハイ
ツ2F

東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3944-6716 歯科

さやかデンタルクリニック 荒井　さやか 関口1-8-6　メゾン文京関口Ⅱ　101
東京メトロ有楽町線
江戸川橋駅

6265-0418 歯科

歯科医院デンタル小石川 仲宗根　智実 小石川4-5-6フォーラム小石川202
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3817-0888 歯科　小児歯科　口腔外科

志賀歯科医院 志賀　泰昭 音羽1-23-22-2F
東京メトロ有楽町線
江戸川橋駅

3941-5478 歯科　口腔外科　小児歯科　矯正歯科

重見歯科医院 重見　正弘 湯島3－35－9渡辺ビル2Ｆ
東京メトロ千代田線
湯島駅

3835-7212 歯科

鈴木歯科医院 鈴木　康夫 大塚6-35-5
東京メトロ有楽町線
東池袋駅

3943-8868 歯科

千駄木あおば歯科 矢田部　優 千駄木1-23-1
東京メトロ千代田線
千駄木駅

3823-8112 歯科

髙橋歯科医院 髙橋　義一 関口1-17-4
東京メトロ有楽町線
江戸川橋駅

3268-7890 歯科

チエデンタルクリニック 竹内　千惠 小石川5-4-2ﾘｼﾞｪﾈｽ小石川ｆｂ201
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

6240-0418
歯科　小児歯科　矯正歯科　歯科口腔
外科

千葉歯科医院 千葉　幹男 目白台2-6-12
東京メトロ有楽町線
護国寺駅

3941-3689 歯科

坪田デンタルクリニック 坪田　有史 小日向4-7-14
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

6304-1511 歯科　口腔外科　小児歯科

土居歯科クリニック 土居　浩 白山1-7-11　2Ｆ 都営三田線　千石駅 5800-1033 歯科

中崎歯科 中崎　裕 千石2-35-18-203 都営三田線　千石駅 5319-2881 歯科

鍋山歯科クリニック 鍋山　知 小石川4-21-4小石川安田ビル2Ｆ
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3868-3388 一般歯科　小児歯科　口腔外科



大塚病院連携医療機関【文京区・歯科】

医療機関名 医師名 所在地 最寄駅 電話 標榜科

ファミリー歯科医院 雨宮　正樹 本郷2-26-11　種苗会館4Ｆ
東京メトロ丸ノ内線
本郷三丁目駅

3816-6474 歯科

フジサキ歯科・矯正歯科 藤﨑　聡
本駒込2-29-17オリンポスコマキ
101

都営三田線　千石駅 5319-7030 一般、矯正、小児歯科

フジタ歯科医院 藤田　良治 本駒込2-8-8 都営三田線　千石駅 3942-0361 歯科一般

船崎歯科医院 船崎　透 千石4-39-4 都営三田線　千石駅 3941-8912 一般歯科

文京歯科医院 大石　美穂 小石川4-20-5-202
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3811-3994 歯科　口腔外科

ほしの歯科 星野　高之
音羽2-11-21ライオンズマンション
護国寺第3　102

東京メトロ有楽町線
護国寺駅

6304-1188 歯科　小児歯科　口腔外科

本郷こしきや歯科 古敷谷　昇 本郷4-37-15ブラウンハウス101
東京メトロ丸ノ内線
本郷三丁目駅

5615-8217
歯科　歯科口腔外科　小児歯科　矯正
歯科

松原歯科医院 松原　真 本駒込3-1-9
東京メトロ南北線　本
駒込駅

3821-2366
一般歯科　小児歯科　歯科口腔外科
矯正歯科

三井歯科クリニック 三井　一弘
目白台1-23-7グリーンヒルズ目白
台102

東京メトロ有楽町線
護国寺駅

5395-1945 歯科　小児歯科

三羽歯科医院 三羽　敏夫 本郷1-19-6田中水道橋ビル1階 JR総武線　水道橋駅 3811-6487 歯科　小児歯科

山川歯科医院 山川　克己 千石4-36-19 都営三田線　千石駅 3941-8513 歯科

ゆかりデンタルクリニック 山本　ゆかり 湯島3-14-8-2Ｆ
東京メトロ千代田線
湯島駅

3837-8784 歯科

湯島佐藤歯科 佐藤　正孝 湯島2-16-9-102
東京メトロ千代田線
湯島駅

3813-0548
歯科一般　小児歯科　矯正歯科　歯科口腔
外科

渡辺歯科医院 渡辺　正篤 小石川5-12-11
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

5684-4775 歯科


