
ＮＯ 医療機関名 住　　　　　　所 電　　　　　話 個人情報取扱責任者 車いす

1 小池歯科医院 駒込1-43-9　駒込TSビル202 03-3947-2720 小池　拓郎 ×

2 静谷歯科医院 駒込3-11-3 03-3915-1108 静谷　栄夫 ×

3 あき歯科医院 駒込2-7-8　女子栄養大学5号館3F 03-3915-6481 松山　亜紀 ×

4 古川歯科クリニック 駒込2-12-11　古川ビル3F 03-3940-1180 古川　能生 ×

5 中島歯科医院 駒込6-33-5 03-3918-2344 中島　陽州 ×

6 竹山歯科医院 巣鴨1-18-4　レクトヒル1F 03-3944-8241 竹山　実 ×

7 幸運堂ビル歯科医院 巣鴨1-19-11　幸運堂ビル1F 03-3946-0814 榊原　謙一 〇

8 おいかわ歯科 巣鴨1-40-5　SHIROビルヂング4F 03-5319-1811 及川　亜希子 ×

9 ヴェリ歯科クリニック 巣鴨3-25-4　菅野ビル1F 03-5980-8787 田島　圭 ×

10 ほそだ歯科 巣鴨3-16-2 03-3910-4182 細田　裕 〇

11 伏見歯科医院 巣鴨4-28-4　オーガスト80 03-3917-1780 伏見　茂 ×

12 静谷歯科医院 西巣鴨3-8-1 03-3915-0072 静谷　斗志夫 ×

13 こだま歯科医院 西巣鴨3-18-2 03-3916-1722 児玉　達雄 ×

14 田島デンタルクリニック 西巣鴨3-25-11　メトロエステート西巣鴨204 03-3949-2178 田島　右資 ×

15 林歯科医院 西巣鴨4-15-9 03-3916-0841 林　直人 ×

16 あずさ歯科 北大塚2-11-9　梟ビル1F 03-5972-1336 馬淵　あずさ ×

17 山下診療所　大塚 北大塚2-13-1　ｂa07　5F 03-3910-6711 田島　文広 〇

18 はなか歯科医院 西巣鴨1-6-5　ジュウエル北大塚1F 03-3949-3440 花香　政人 ×

19 さくらデンタルクリニック 南大塚1-1-8　ウエストモアビル2F 03-5976-6471 鈴木　公仁子 ×

20 やはぎ歯科クリニック 南大塚2-3-20　アーバンビュー新大塚プラタナス通り101 03-3944-7855 矢作　典之 〇

21 小池歯科医院 南大塚2-35-8-2F 03-3943-1990 小池　深 ×

22 大塚駅前歯科 南大塚3-32-9　西島ビル2F 03-6914-3013 堀　逸朗 ×

23 新大塚歯科 南大塚3-4-2　RCビル1F 03-3983-5639 青木　元利 ×

24 とりいデンタルクリニック 南大塚3-43-5　ウィルテラス南大塚101 03-3980-9797 鳥井　浩昭 ×

25 関根歯科医院 南大塚3-44-11　フカサビル2F 03-3981-2646 関根　賢司 〇

26 大多和歯科医院 南大塚3-51-3 03-3971-6225 大多和　昌彦 ×

27 田端歯科医院 上池袋3-33-21 03-3916-2968 田端　禎子 〇

28 西村歯科医院 上池袋3-38-5 03-3576-0077 西村　昭彦 ×

29 高田歯科 上池袋3-46-8　第一ビル301 03-3916-8286 高田　尚央 ×

30 さゆり歯科医院 池袋本町1-1-1　歯研ビル2F 03-3985-1184 平嶺　小百合 〇

31 小林デンタルオフィス 池袋本町1-15-19　池袋本町公園レジデンス1F 03-5944-8449 小林　俊之 ×

32 矢作歯科クリニック 池袋本町2-1-12　ガーラ池袋1F 03-3983-7057 矢作　繁達 ×

33 ごうけ歯科クリニック 池袋本町3-25-13　フランエミーユ1F 03-3984-0076 郷家　嘉一 ×

34 石田歯科医院 池袋本町4-1-1　三基富士ビルB1F 03-3983-5684 石田　次郎 ×

35 成田歯科・矯正歯科医院 池袋本町4-1-2 03-3987-5403 成田　宗隆 〇

36 長田歯科医院 池袋本町4-9-2 03-3971-4534 長田　英生 ×
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37 宇美歯科医院 池袋本町4-12-9　ANビル1F 03-3989-6630 宇美　智生 〇

38 大道歯科医院 池袋本町4-30-13　MSビル1F 03-3980-0789 大道　英徳 ×

39 上山歯科医院 池袋2-54-10　池袋スワン2F 03-3590-4965 上山　裕之 〇

40 寺田歯科医院 池袋2-69-2　寺田デンタルビル1F 03-3984-6480 寺田　誠 〇

41 芝歯科医院 池袋2-16-12　KBCビル2F 03-3988-5440 芝　映生 ×

42 中山歯科医院 池袋2-23-3 03-3971-0864 中山　行雄 〇

43 どひ歯科・小児矯正歯科 西池袋5-5-21　ザ・タワー・グランディア2F 03-3985-6480 土肥　順尚 〇

44 池袋かおり歯科クリニック 池袋2-61-4　エヌアイビル2F 03-5985-4148 今野　香織 〇

45 鈴木歯科クリニック 池袋4-25-1　紘亜ビル1F 03-5950-8241 鈴木　あい子 〇

46 高草木歯科 東池袋1-9-1　セイコーサンシャインⅪビル9F 03-3988-2522 高草木　章 〇

47 あぜりあ歯科診療所 東池袋4-42-16　池袋保健所1F 03-3987-2425 白倉　章 〇

48 有泉歯科医院 東池袋2-1-13 03-5956-2488 有泉　雅俊 ×

49 赤羽歯科 東池袋3-1-1　サンシャイン60-8F 03-3988-0641 原田　知明 〇

50 杉田歯科医院 東池袋3-1-1　サンシャイン60-7F 03-3988-8000 杉田　大三郎 〇

51 倉本歯科医院 東池袋3-7-4　倉本ビル2F 03-3590-0418 倉本　恭宏 〇

52 東池袋くしやま歯科医院 東池袋4-6-10　ルナ大住ビル1F 03-3980-0418 櫛山　貴史 〇

53 名取歯科医院 東池袋4-14-6 03-3983-6339 名取　俊成 ×

54 高田歯科医院 東池袋4-34-10 03-3987-8677 高田　靖 ×

55 リキタケ歯科医院 南池袋1-18-17　I＆Kビル4F 03-3980-4618 力武　康次 ×

56 グリーン歯科 南池袋1-25-9　MYTビル6F 03-3984-0517 藤田　幸弘 〇

57 宮田歯科池袋診療所 南池袋2-27-8　南水ビル4F 03-3988-8311 小澤　政陽 〇

58 池袋ヤマヤ歯科医院 南池袋2-29-10　金井ビル4F 03-3984-0418 山屋　龍治 ×

59 高橋歯科クリニック 南池袋2-33-7 03-3982-8578 高橋　卓哉 ×

60 豊島区役所ビル　かわはた歯科 南池袋2-45-3　としまエコミューゼタウン2F 03-5944-8811 川畑　政綱 〇

61 光本歯科 南池袋2-47-6　パレス南池袋103 03-3982-6497 光本　和世 ×

62 鈴木歯科医院 雑司ヶ谷2-9-4 03-3971-4046 鈴木　基 〇

63 高津歯科医院 高田1-19-21　メゾンソレイユ101号 03-5396-3099 高津　正利 〇

64 山下歯科クリニック 高田3-13-7　サンユービル1F 03-3987-0648 山下　憲昭 ×

65 目白ハイマート歯科 目白2-39-1　トラッド目白2F 03-5950-1426 寺内　庸泰 ×

66 仁村歯科医院 目白3-16-1 03-3953-4827 仁村　元美 〇

67 飯田歯科医院 目白4-19-10 03-3953-0940 飯田　喜八郎 〇

68 林歯科医院 西池袋3-7-15 03-3971-8035 林　健博 〇

69 渡辺歯科クリニック 西池袋3-10-2-1F 03-3984-6481 渡辺　基雄 〇

70 田代歯科医院 西池袋4-23-19 03-3972-5140 齋藤　衣麗 〇

71 山口歯科医院 南長崎2-5-17 03-3951-3131 山口　正之 〇

72 黒田歯科医院 南長崎3-38-2 03-3950-8241 黒田　亘一朗 〇

73 目白荒井歯科医院 目白5-3-6 03-3951-3629 荒井　照夫 〇

74 田中歯科クリニック 目白5-4-7　たなか耳鼻科2F 03-3950-4618 田中　宏和 ×



75 はやと歯科医院 南長崎4-5-20　iTerrace落合南長崎4F 03-5996-4123 板橋　勇人 ×

76 村田歯科クリニック 南長崎4-17-9 03-3951-3715 村田　和重 ×

77 鮎沢歯科医院 南長崎5-14-2　ヤマザキビル2F 03-3565-0118 鮎沢　嘉之 ×

78 渡辺歯科医院 南長崎5-25-13 03-3951-2023 青木　一之 〇

79 さいとう歯科医院 長崎4-7-11　マスターズ東長崎303 03-3959-8241 斉藤　曜久 ×

80 鯉沼歯科医院 長崎4-7-16　ソシエ長崎　第二101 03-3973-9571 鯉沼　哉 ×

81 さくら歯科医院 長崎5-20-19　サミット東長崎店１F別棟 03-5926-6966 嶋田　浩一 〇

82 吉田歯科医院 長崎6-10-13　あどにすビル1F 03-3554-0126 吉田　正信 ×

83 きくち歯科医院 長﨑1-2-12　メゾンブラーンジュ1F 03-5966-6400 菊地　晶 〇

84 笠島歯科室 長崎2-12-3　音羽ビル1F 03-3955-8148 笠島　生也 〇

85 岡野歯科医院 長崎2-33-11 03-3957-6300 岡野　裕之 〇

86 赫歯科医院 要町3-44-5　カズビル1F 03-3959-4001 赫　征郎 ×

87 長嶺歯科医院 高松2-27-1 03-3955-5414 篠田　太郎 ×

88 かなめフラワーパーク歯科 千早1-36-12　セピア千早町1F 03-5986-8088 上園　明日見 ×


