
大塚病院連携医療機関【豊島区・歯科】

医療機関名 医師名 所在地 最寄駅 電話 標榜科

あお歯科クリニック 三浦　延明 北大塚1-17-8 ＪＲ山手線　大塚駅 5972-1025
歯科　口腔外科　小児歯科　矯
正歯科

あずさ歯科 馬淵　あずさ 北大塚2-11-9　梟ビル1F ＪＲ山手線　大塚駅 5972-1336 歯科

あぜりあ歯科診療所 白倉　章 東池袋1-20-9　池袋保健所6階 ＪＲ　池袋駅 3987-2425 歯科　小児歯科

有泉歯科医院 有泉　雅俊 東池袋2-1-13 都電荒川線　向原駅 5956-2488 歯科　口腔外科　矯正

池袋ヤマヤ歯科医院 山屋　龍治 南池袋2-29-10　金井ビル4Ｆ ＪＲ　池袋駅 3984-0418 歯科

石山歯科医院 石山　昌裕 千早1-20-13新東京木村会館2F
東京メトロ有楽町線
要町駅

3530-8148
歯科　口腔外科　小児歯科　矯
正歯科

潮デンタルクリニック 齋藤　潮 巣鴨3-20-14　山下ビル3Ｆ ＪＲ山手線　巣鴨駅 3917-1404 歯科

大久保歯科医院 大久保　敏雄 長崎4-4-5 西武池袋線　東長崎駅 3957-3484 一般歯科

大多和歯科医院 大多和　昌彦 南大塚3-51-3 ＪＲ山手線　大塚駅 3971-6225 歯科

大塚駅前歯科 堀　逸朗 南大塚3-32-9-2F ＪＲ山手線　大塚駅 6914-3013 歯科

岡野歯科医院 岡野　裕之 長崎2-33-11 西武池袋線　椎名町駅 3957-6300 歯科

笠島歯科室 笠島　生也 長崎2-12-3 西武池袋線　椎名町駅 3955-8148 歯科

上山歯科医院 上山　裕之 池袋2-54-10池袋スワン2F ＪＲ　池袋駅 3590-4965 歯科

神崎歯科医院 神崎　文子 南長崎3-19-6 西武池袋線　椎名町駅 3952-3672

倉本歯科医院 倉本　恭宏 東池袋3-7-4倉本ビル2Ｆ ＪＲ　池袋駅 3590-0418 一般歯科　（小児歯科　歯周病）

グリーン歯科 奈良　日出男 南池袋1-25-9　MYTビル6F ＪＲ　池袋駅 3984-0517 一般歯科

恵愛歯科医院 大橋　康良 巣鴨1-18-11扇屋ビル3Ｆ ＪＲ山手線　巣鴨駅 3944-0449 歯科一般　矯正歯科

小池歯科医院 小池　拓郎 駒込1-43-9　駒込ＴＳビル202 ＪＲ山手線　駒込駅 3947-2720 歯科

小池歯科医院 小池　深 南大塚2-35-8-2F ＪＲ山手線　大塚駅 3943-1990 歯科　小児歯科

ごうけ歯科クリニック 郷家　嘉一 池袋本町3-25-13フランエミーユ1Ｆ 東武東上線下板橋駅 3984-0076 歯科一般

小林デンタルオフィス 小林　俊之
池袋本町1-15-19　池袋本町公園レジ
デンス1F

東武東上線　北池袋駅 5944-8449 歯科

さいとう歯科医院 齊藤　曜久 長崎4-7-11マスターズ東長崎303 西武池袋線　東長崎駅 3959-8241
歯科　矯正歯科　歯科口腔外科
小児歯科

さくらデンタルクリニック 鈴木　公仁子 南大塚1-1-8 ウエストモアビル2F
東京メトロ丸ノ内線　新
大塚駅

5976-6471 一般歯科　口腔外科　矯正科

さとみ矯正歯科 周東　聡美 東池袋1-47-12-2Ｆ ＪＲ　池袋駅 6912-7858 矯正歯科

さゆり歯科医院 平嶺　小百合 池袋本町1-1-1　歯研ビル ＪＲ　池袋駅 3985-1184 小児歯科　歯科　矯正歯科

サンシャイン通り歯科医院 岸　匡彦 東池袋1-15-1　真下ビル5F ＪＲ　池袋駅 3984-6634 一般歯科・小児歯科

静谷歯科医院 静谷　斗志夫 西巣鴨3-8-1 都電荒川施　庚申塚駅 3915-0072 歯科

島根歯科医院 島根　義夫 南池袋2-24-7 ＪＲ　池袋駅 3971-6308 歯科

新大塚歯科 青木　元利 南大塚3-4-2　RCビル
東京メトロ丸ノ内線　新
大塚駅

3983-5639 歯科

杉田歯科医院 杉田　大三郎 東池袋3-1-1サンシャイン60ﾋﾞﾙ７Ｆ
東京メトロ有楽町線
東池袋駅

3988-8000 一般歯科　口腔外科　小児歯科

鈴木歯科クリニック 鈴木　あい子 池袋4-25-1　絋亜ビル１階 ＪＲ　池袋駅 5950-8241 歯科　小児歯科

関根歯科医院 関根　賢司 南大塚3-44-11フサカビル2Ｆ ＪＲ山手線　大塚駅 3981-2646
歯科　小児歯科　歯科口腔外科
矯正歯科



大塚病院連携医療機関【豊島区・歯科】

医療機関名 医師名 所在地 最寄駅 電話 標榜科

関根歯科医院 関根　俊夫 上池袋2-13-9 ＪＲ　池袋駅 3916-5258 歯科

仙田歯科医院 仙田　直樹 北大塚3-27-16シティーコート北大塚1F ＪＲ山手線　大塚駅 5961-6480 歯科　矯正歯科　小児歯科

セントラル歯科 鈴木　哲 南池袋2-41-12　池袋セントラル301
東京メトロ有楽町線
東池袋駅

3989-0333 歯科一般

高田歯科医院 高田　靖 東池袋4-34-10
東京メトロ有楽町線
東池袋駅

3987-8677 歯科　小児歯科

髙橋歯科医院 髙橋　徹 上池袋1-23-6広田ビル2Ｆ ＪＲ　池袋駅 3910-9728 歯科

高橋歯科クリニック 高橋　卓哉 南池袋2-33-7
東京メトロ有楽町線
東池袋駅

3982-8578

武田歯科医院 武田　和久 千早2-31-1　ラ・ポルポーラ101
東京メトロ有楽町線
千川駅

5995-6480 歯科

竹山歯科医院 竹山　実 巣鴨1-18-4　レクトヒル1F ＪＲ山手線　巣鴨駅 3944-8241 歯科

立川歯科医院 立川　泰生 雑司が谷2-5-19
東京メトロ副都心線
雑司が谷駅

3971-9520

田中歯科クリニック 田中　宏和 目白5-4-7-2F 西武池袋線　椎名町駅 3950-4618 歯科　小児歯科　口腔外科

豊島区役所ビル　かわはた歯
科

川畑　政綱
南池袋2-45-3　としまエコミューゼタウ
ン2F

東京メトロ有楽町線
東池袋駅

5944-8811
一般歯科　小児歯科　矯正歯科
歯科口腔外科

中島歯科医院 中島　陽州 駒込6-33-5
都電荒川施　滝野川一
丁目駅

3918-2344 歯科

中山歯科医院 中山　行雄 池袋2-23-3 ＪＲ　池袋駅 3971-0864 歯科一般　矯正歯科　審美歯科

名取歯科医院 名取　俊成 東池袋4-14-6
東京メトロ有楽町線
東池袋駅

3983-6339 歯科

西村歯科医院 西村　昭彦 上池袋3-38-5 東武東上線　北池袋駅 3576-0077 歯科

仁村歯科医院 仁村　元美 目白3-16-1 ＪＲ山手線　目白駅 3953-4827
一般歯科　小児歯科　口腔外科
矯正歯科

博愛歯科 岩久　正明 南池袋2-47-12 ＪＲ　池袋駅 3988-1470 歯科一般

はなか歯科医院 花香　政人 西巣鴨1-6-5ジュウエル大塚 ＪＲ山手線　大塚駅 3949-3440 一般歯科　予防歯科　小児歯科

東池袋くしやま歯科医院 櫛山　貴文 東池袋4-6-10　ルナ大住ビル１F
東京メトロ有楽町線
東池袋駅

3980-0418
一般歯科　小児歯科　矯正歯科
歯科口腔外科

伏見歯科医院 伏見　茂 巣鴨4-28-4　オーガスト80 3917-1780 歯科

古川歯科クリニック 古川　能生 駒込2-12-11-3Ｆ ＪＲ山手線　駒込駅 3940-1180 歯科　口外　矯正

ほそだ歯科 細田　裕 巣鴨3-16-2 ＪＲ山手線　巣鴨駅 3910-4182
歯科　小児歯科　口腔外科　矯
正歯科

目白ハイマート歯科 寺内　庸泰 目白2-39-1　トラッド目白2F ＪＲ山手線　目白駅 5950-1426 歯科　小児歯科

もみじ歯科クリニック目白 大坪　聖 目白2-2-1-1F ＪＲ山手線　目白駅 3980-8332 歯科

やはぎ歯科クリニック 矢作　典之 南大塚2-3-20-101
東京メトロ丸ノ内線　新
大塚駅

3944-7855 歯科　口腔外科　小児歯科

山口歯科医院 山口　正之 南長崎2-5-17 西武池袋線　椎名町駅 3951-3131 歯科一般　小児歯科

山下歯科クリニック 山下　憲昭 高田3-13-7　サンユービル1F
ＪＲ山手線　高田馬場
駅

3987-0648 歯科　口腔外科　小児歯科

ゆうデンタルクリニック 中山　雄太 池袋本町4-39-5-102 東武東上線下板橋駅 5396-4618

吉田歯科医院 吉田　正信 長崎6-10-13あどにすビル1F 西武池袋線　東長崎駅 3554-0126 歯科

リキタケ歯科医院 力武　康次 南池袋1-18-17　I&Kビル4階 ＪＲ　池袋駅 3980-4618
一般歯科　歯科口腔外科　矯正
歯科

和田垣歯科医院 和田垣　裕一 要町2-36-12　永井ビル1F
東京メトロ有楽町線
千川駅

3974-3069 歯科　小児歯科

渡辺歯科医院 青木　一之 南長崎5-25-13 西武池袋線　東長崎駅 3951-2023 歯科　小児歯科　矯正歯科

渡辺歯科クリニック 渡辺　基雄 西池袋3-10-2 ＪＲ　池袋駅 3984-6481 歯科　小児歯科


