
大塚病院連携医療機関【北区・歯科】

医療機関名 医師名 所在地 最寄駅 電話 標榜科

あおぞら歯科クリニック 佐藤　天　 浮間2-6-10
ＪＲ埼京線　浮間舟渡
駅

5918-8455 歯科　歯科口腔外科　小児歯科

荒井歯科 岩田　隆恵 十条仲原2-6-8　サンハイツ十条103 ＪＲ埼京線　十条駅 3907-4182 歯科

新井歯科医院 新井　洋 王子1-21-7 JR京浜東北線　王子駅 3911-3202 歯科

有田歯科医院 有田　幸代 赤羽西1-2-7 JR埼京線　赤羽駅 3906-6480
歯科一般　小児歯科　矯正　口腔
外科

石引歯科医院 橋本　洋子 田端新町2-12-2 JR山手線　田端駅 3893-8452 歯科一般　小児歯科

うきま歯科医院 大村　明子 浮間3-2-16　エスポアール201 ＪＲ埼京線　北赤羽駅 5392-1331
歯科一般　小児　矯正　口腔外科
審美　ホワイトニング

ウケデンタルオフィス池袋 木村　慧
西池袋1-6-1　ホテルメトロポリタン
B1F

ＪＲ　池袋駅 6907-0074 歯科　小児歯科  歯科口腔外科

おおば歯科医院 大場　庸助 中里3-17-6 JR山手線　駒込駅 3915-0648 歯科　口腔外科

大橋歯科クリニック 大橋　渡 上十条2-28-7ODCビル1F ＪＲ埼京線　十条駅 3908-3570 一般歯科　矯正　小児

小川歯科医院 小川　享宏 東十条1-20-15
JR京浜東北線　東十条
駅

3913-6481 歯科

かえで歯科 小川　治 赤羽西6-17-11MAC本蓮沼コート１F 都営三田線　本蓮沼駅 3907-1846 一般歯科

加藤歯科医院 富田　章彦 赤羽南1-20-5松本ビル2Ｆ
ＪＲ京浜東北線　赤羽
駅

3901-3418 一般歯科

金沢歯科医院 金澤　喜美 上十条3-28-7 ＪＲ埼京線　十条駅 3909-0444
歯科　小児歯科　矯正歯科　口腔
外科

金髙歯科 金髙　秀二郎 上十条2-8-11 ＪＲ埼京線　十条駅 3908-8241 歯科　矯正

かわさき小児矯正歯科医院 川崎　倫子 田端5-7-9 JR山手線　田端駅 3827-3194 小児歯科　歯科　矯正歯科

河奈歯科医院 片瀬　みな子 岩渕町12-2
東京メトロ南北線　赤羽
岩淵駅

3901-2463 歯科

小林歯科クリニック 小林　力 滝野川7-22-6　ＩＭＡビル1Ｆ ＪＲ埼京線　板橋駅 3915-8418 歯科　矯正歯科

小松歯科医院 小松　浩之 王子本町1-18-10
東京メトロ南北線　王子
駅

3909-1242 歯科　小児歯科　矯正

近藤歯科医院 近藤　興宣 滝野川6-44-10エステート相沢101 ＪＲ埼京線　板橋駅 3915-4463 歯科

さくら通り歯科医院 延島　一知 滝野川7-16-5-2Ｆ ＪＲ埼京線　板橋駅 3916-5530 歯科　小児歯科

歯科皓歯医院 小滝　友一 赤羽1-10-2　高野ビル3階 JR京浜東北線　赤羽駅 3902-6668 歯科

瀬尾歯科医院 瀬尾　裕広
中里2-3-5　藤和シティホームズ駒込
駅前2Ｆ

ＪＲ山手線　駒込駅 5907-4848 歯科　小児歯科

髙橋歯科　矯正歯科クリニック 髙橋　美穂 赤羽1-40-14　赤羽一番街ビル JR埼京線　赤羽駅 3901-8911
歯科　矯正歯科　歯科口腔外科
小児歯科

髙橋歯科医院 髙橋　敬人 王子2-22-5　髙橋ビル3F JR京浜東北線　王子駅 3911-2668 歯科

たなか歯科医院 田中　俊一 堀船3-25-13 都電荒川線　梶原駅 3927-0780 歯科一般　小児歯科　口腔外科

津田歯科医院 津田　秀幸 東田端2-7-16 JR山手線　田端駅 3893-1927 歯科

豊島歯科医院 豊島　貴彦 堀船3-38-2 都電荒川線　梶原駅 5959-8063
歯科　歯科口腔外科　小児歯科
矯正歯科

なんば歯科クリニック 難波　竜児 浮間3-26-13ＭＹビーゼ1Ａ ＪＲ埼京線　北赤羽駅 5914-0888
歯科　小児歯科　矯正歯科　口腔
外科

根岸歯科医院 根岸　康雄 岸町1-1-7　新扇屋ビル3F JR京浜東北線　王子駅 3905-4725 歯科一般
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浜田歯科医院 浜田　義信 田端新町3-26-5 JR山手線　田端駅 3894-1340 歯科

東十条歯科医院 黒須　誠 東十条3-11-1-109
JR京浜東北線　東十条
駅

3912-0931 歯科

ひかり歯科医院 中谷　仁一 王子4-24-10-203号
東京メトロ南北線　王子
神谷駅

3927-6610 歯科　小児歯科　口腔外科

日吉歯科 日吉　賢次 上十条4-13-5 ＪＲ埼京線　十条駅 3900-8249 歯科

藤井歯科クリニック 藤井　和重 十条仲原2-1-8 ＪＲ埼京線　十条駅 3909-8541

藤川歯科医院 藤川　裕司 王子本町1-1-10 JR京浜東北線　王子駅 3907-4618 歯科一般（テンプレート治療）

真柴歯科クリニック 真柴　佳央
滝野川1-81-8ライオンズマンション西
巣鴨101

都営三田線　西巣鴨駅 3949-8217 歯科　小児歯科

まゆみ歯科 末田　麻由美 西ヶ原3-1-9-105
東京メトロ南北線　西ヶ
原駅

3940-5441 歯科　口腔外科

みのうら歯科医院 箕浦　孝昭 西ヶ原1-49-15 JR山手線　駒込駅 3910-4852 歯科

みゆき歯科 山本　美由紀 赤羽西1-29-18-1F JR埼京線　赤羽駅 3909-4618 一般歯科　矯正

村上歯科医院 村上　義和 豊島1-37-1 JR京浜東北線　王子駅 3911-6617 歯科

もりや歯科医院 守谷　洋 豊島1-19-9　ゴダイビル201 JR京浜東北線　王子駅 3914-4182 歯科　小児歯科

山本歯科医院 山本　修己 十条仲原1-2-14 ＪＲ埼京線　十条駅 3906-4477 歯科　小児歯科

ゆきこ歯科医院 伊野　透子 志茂2-36-6　岩井ハイツ1F
東京メトロ南北線　赤羽
岩淵駅

6386-2777 歯科　小児歯科

横山歯科医院 横山　亜希雄 滝野川6-8-1　ラ・メゾン西巣鴨102 都営三田線　西巣鴨駅 3576-5066 歯科　小児歯科　口腔外科

ライオンズプラザ歯科クリニッ
ク

柏尾　昌利 赤羽1-25-3-1F JR埼京線　赤羽駅 3903-0343 歯科

ライフデンタルクリニック十条 片岡　伸浩 十条仲原2-11-8 ＪＲ埼京線　十条駅 4219-6216 歯科　歯科口腔外科　小児歯科


