平成31年4月1日現在 歯科診療所一覧
No

施設開設日

施設名称

施設所在地

施設ＴＥＬ１ 開設者名称

秋葉原１番９号 アルファード秋葉原１Ｆ

6260-8513 野村 聖一

浅草一丁目１０番１号 キハチビル１Ｆ

5830-6252 医療法人社団グリーンパーク

浅草一丁目１３番１号

3841-1446 中島 章雅

診療科目名称

4

平成24年5月1日 （医）藤惣会 藤関歯科医院浅草

浅草一丁目２２番１１号 ２Ｆ

3841-8410 医療法人社団藤惣会

5

平成27年6月1日 浅草ＫＴ歯科

浅草一丁目２５番１５号 浅草ＲＯＸ５０５

5827-5489 徳永 剛

6

昭和58年9月30日 深井歯科医院

浅草一丁目３０番７号 橋本ビル２Ｆ

3844-1831 深井 京子

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、小児歯科

浅草一丁目３７番３号

3843-9567 木津喜 信

歯科、矯正歯科

1

平成30年7月1日 秋葉原総合歯科クリニック

2

平成30年1月9日

3

7
8
9
10

医療法人社団グリーンパーク浅草駅前
ヘキサ歯科・矯正歯科
平成7年1月1日 中島歯科医院

昭和53年6月1日 キヅキ歯科医院

平成22年5月1日 馬道歯科診療所
浅草二丁目３２番１０号 山崎ビル２Ｆ
3844-1739 亀沢 範之
医療法人社団デンタルプロップス 西浅
平成29年4月1日
浅草三丁目１２番５号 サンハイツ浅草１階 5824-9494 医療法人社団デンタルプロップス
草デンタルクリニック
浅草三丁目１６番１号 ディアハイム浅草２
平成4年10月28日 やまうち歯科
3875-9730 山内 照雄
０４

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

11

昭和59年4月2日 久木留歯科

浅草三丁目２２番１号

3874-4698 久木留 廣明

歯科

12

昭和48年4月25日 戸沢歯科医院

浅草三丁目２４番９号

3876-2460 戸沢 博文

13

平成27年9月1日 タチバナ歯科医院

浅草三丁目３０番５号

3875-0648 橘樹 秀春

14
15

平成10年3月9日 渡辺歯科医院
平成10年9月1日 （医）輝昌会 田歯科医院

浅草四丁目２７番３号
浅草四丁目４４番９号 佐久間ビル２Ｆ

3872-4664 渡辺 典子
3874-4565 医療法人社団輝昌会

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、小児歯科、歯科口腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科

16

平成12年12月20日 ふじか歯科医院

浅草六丁目３番５号

5808-2481 志村 宏

歯科、小児歯科

17

平成6年2月17日 宮内歯科医院

浅草六丁目６番１号

3874-4941 宮内 良輔

歯科

浅草六丁目２０番８号
浅草六丁目２４番７号
浅草六丁目３８番５号

3871-1180 医療法人社団徳裕会
5980-8899 小倉 千春
3874-0861 佐藤 昌利

歯科
歯科、小児歯科、歯科口腔外科
歯科

浅草六丁目４２番７号

3875-4182 田中 昌一

浅草七丁目４番１４号 ２階

3874-5073 中村 莉佳子

歯科、小児歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

18
19
20

平成4年8月1日 （医）徳裕会 浅草西川歯科医院
平成20年2月22日 ひまわりデンタルクリニック
昭和49年6月1日 佐藤歯科医院

21

昭和63年12月15日 田中歯科医院

22

平成29年5月15日 中村歯科医院

23
24
25
26
27

平成8年1月22日 柳沢歯科
昭和63年11月1日 （医）惠愛会 腰原歯科クリニック
平成8年4月19日 須田歯科クリニック
昭和41年6月17日 秋山歯科医院
平成17年6月1日 （医）伸雅会 浅草橋歯科医院

浅草橋一丁目４番６号 遠藤ビル３Ｆ
3862-4141 柳沢 勉
浅草橋一丁目９番１２号 浅草橋駅前ビル４
3851-6408 医療法人社団惠愛会
Ｆ
浅草橋一丁目２４番３号 杉木立ビル２Ｆ
3865-0708 須田 寛昌
浅草橋一丁目２７番３号 谷亀ビル

3866-1518 秋山 昇

浅草橋一丁目３２番６号

5835-4618 医療法人社団伸雅会

歯科
歯科
歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科

平成31年4月1日現在 歯科診療所一覧
No
28

施設開設日

施設名称

平成13年2月28日 柳川歯科医院

施設所在地

施設ＴＥＬ１ 開設者名称

診療科目名称

浅草橋一丁目３６番４号

3866-0002 高草木 恵美子

歯科、矯正歯科

29

平成10年8月3日 やまもと歯科医院

浅草橋二丁目１番１０号 松根屋ビル２Ｆ

5823-0261 山本 寛

歯科、小児歯科

30

平成26年8月1日 レイ歯科・矯正歯科

浅草橋二丁目１５番７号

3866-1817 新保 礼子

歯科、矯正歯科、小児歯科

31

昭和44年10月22日 加藤歯科医院

浅草橋三丁目３番２号

3851-3074 加藤 孝道

歯科

32

平成2年9月26日 高橋歯科医院

浅草橋三丁目２４番４号

3851-5203 高橋 敏浩

歯科

33

平成29年4月1日 あさくさばし歯科

浅草橋四丁目１番２号 ミツボシビル１Ｆ・２
3863-6480 阿部 公彦
Ｆ

34

平成29年5月1日

医療法人社団藤の会 浅草橋デンタルク
浅草橋五丁目２番２号 浅草橋ハイツ３０２ 3866-6460 医療法人社団藤の会
リニック

歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯
正歯科
歯科

35

平成15年7月23日 二宮歯科診療室

浅草橋五丁目２０番８号 ＣＳタワー１Ｆ

3865-6060 二宮 功一

36

平成20年5月26日 ウノ歯科医院

池之端二丁目５番３６号 ゲンビル１Ｆ

3827-8277 松原 賢一

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

池之端二丁目５番４４号

3822-4180 渡邊 尚紀

歯科、小児歯科

37

平成27年3月1日 渡辺歯科医院

38

平成15年4月16日 ほそごし歯科

池之端二丁目８番１８号

3827-8148 細越 隆夫

歯科

39

昭和61年8月23日 真木歯科医院

今戸一丁目３番１３号 さくらコーポ１０１

3874-7447 真木 宏明

今戸二丁目３９番９号

3871-8148 佐藤 文明

入谷一丁目２番１号 ブリックイリヤ１Ｆ

3871-7771 平島 聡

歯科、矯正歯科、小児歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科

入谷一丁目１１番１１号

3875-4180 江里口 彰

入谷一丁目１６番６号

3872-0648 医療法人社団正誠会

40
41
42
43

平成28年4月1日 佐藤歯科医院 今戸クリニック
平成11年12月21日 入谷ひらしま歯科医院
昭和54年3月13日 江里口歯科医院
平成12年9月1日 （医）正誠会 入谷歯科

44

昭和55年6月12日 高須歯科医院

45

平成21年3月12日 パストラル歯科

46

昭和49年4月1日 山本歯科医院

入谷一丁目１８番５号 入谷日伸ハイツ
3871-1228 高須 敦裕
上野一丁目３番２号 上野パストラルビル４
3836-0418 藤巻 五朗
階
上野一丁目１４番２号
3831-0648 山本 道也

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

47

昭和55年5月10日 ショ－ジ歯科

上野一丁目１８番１号

3836-0118 東海林 芳郎

歯科、矯正歯科、小児歯科

48

平成13年7月23日 千葉歯科医院

上野二丁目１番５号 大阪屋ビル１Ｆ

5807-8639 千葉 治

歯科

上野二丁目１１番６号 黒沢ビル２Ｆ

3832-6566 医療法人社団松高会

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科

49

平成25年5月1日 医療法人社団 松高会 松下歯科医院

50

平成12年9月25日 ひとしデンタルクリニック

上野二丁目１１番１０号 小島ビル２Ｆ・８Ｆ

5816-8035 番園 人之

51

昭和63年2月2日 佐古歯科
（医）悠和会 上野御徒町デンタルクリ
平成20年3月1日
ニック
平成12年3月28日 中富歯科

上野三丁目１５番９号 深井ビル１Ｆ

3837-3550 佐古 新

上野三丁目２０番８号 小島ビル７Ｆ

3839-4182 医療法人社団悠和会

上野三丁目２３番１１号 松田ビル２Ｆ

3835-0881 中冨 寛

52
53

平成31年4月1日現在 歯科診療所一覧
No
54
55
56

施設開設日

施設名称

施設所在地

医療法人社団悠和会 マツザカヤデンタ
上野三丁目２９番５号 松坂屋上野店８階
ルクリニック
平成19年10月9日 松田歯科医院
上野四丁目９番３号 小出ビル２Ｆ

診療科目名称

3831-2504 松田 秀人

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

上野四丁目１０番７号 タツミビル５Ｆ

3836-2361 医療法人社団京山会

歯科

平成26年3月1日

平成7年10月1日 （医）京山会 上野歯科

施設ＴＥＬ１ 開設者名称
3832-0770 医療法人社団悠和会

57

昭和62年8月25日 昭和通り歯科

上野五丁目５番８号 第７協立ビル３Ｆ

3837-4185 櫻井 民雄

歯科、矯正歯科、小児歯科

58

平成1年10月15日 遠藤歯科医院

上野五丁目１４番４号

3831-6066 遠藤 隆一

歯科

59

平成25年8月1日 賀来歯科医院

上野六丁目１番１号 小西本店ビル５Ｆ

5818-6659 賀来 拓世

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

60

平成21年8月1日 上野スマイル歯科

上野六丁目２番１４号 喜久屋ビル８Ｆ

3835-7226 （医）燦祐会

歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

上野六丁目３番４号 フタバビル４Ｆ４０１

3832-1575 医療法人社団イノコシ歯科医院

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

61

平成17年10月1日 医療法人社団イノコシ歯科医院

62

平成7年8月31日 福山歯科医院

上野六丁目８番７号 内藤ビル３階

5818-2990 福山 寛己

63

昭和49年1月7日 小山歯科医院

上野六丁目８番１５号 住吉ビル２Ｆ

3831-2296 小山 理

64
65
66
67
68
69
70

昭和54年7月5日 小林歯科
上野六丁目１４番４号 富坂ビル４Ｆ
3832-7787 小林 博
医療法人社団Ｋ－スマイルデンタルクリ 上野六丁目１６番１６号 上野ＯＲＡＧＡビル
医療法人社団Ｋ－スマイルデンタルク
平成25年10月1日
5816-0345
ニック
６Ｆ
リニック
上野六丁目１６番２１号 西入ビル８階８０１
平成31年1月25日 上野品川歯科・矯正歯科
5826-8814 品川 淳一
号室
平成25年11月1日 上野昭和通り歯科医院
上野七丁目４番８号 藤川ビル２Ｆ
3843-7274 宮田 裕仁
平成8年9月1日 医療法人社団直士会 富岡矯正歯科
平成30年9月11日 Ｄｅｎｔａｌ Ｎｅｘｔ Ａｃｔｉｏｎクリニック
平成25年12月16日 上野ガーデン歯科クリニック

上野七丁目４番９号 細田ビル９Ｆ９０１号室 5828-1559 医療法人社団直士会

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、小児歯科、歯科口腔外科
歯科、矯正歯科

上野七丁目６番９号 ７階

3845-3112 山中 晴奈

上野七丁目９番２‐１０１号

5830-3423 大迫 美穂

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

71

平成10年2月1日 笹間歯科医院

上野七丁目９番１６号

3841-2268 笹間 悦正

歯科

72

昭和62年9月7日 坂本歯科医院

上野桜木一丁目１１番１２号

3821-7746 坂本 清也

歯科

73

平成17年12月20日 シルクデンタルクリニック

雷門一丁目３番５号 ２Ｆ

3844-4335 松田 善重

雷門二丁目１番１１号

3843-6480 石川 義弘

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

74

平成21年5月1日 ヒグチデンタルクリニック

雷門一丁目８番１号 １Ｆ

5827-0118 三枝 遵子

76

昭和58年8月1日 ライオンズビル歯科医院

雷門二丁目３番５号 ライオンズビル３Ｆ

3844-9493 久保田 良一

歯科

77

平成8年6月28日 台東歯科クリニック

雷門二丁目１１番８号

3844-4180 富山 雅史

歯科

75

平成14年12月1日 石川歯科医院

78

昭和57年2月15日 今村歯科医院

雷門二丁目１４番８号

3842-5186 今村 里千矢

歯科

79

平成13年3月16日 冨永矯正歯科

雷門二丁目１８番１５号 ＰＩＮＥビル３Ｆ

5830-1574 冨永 礼司

矯正歯科

北上野一丁目９番７号 ＫＳビル２Ｆ

5828-5565 医療法人社団健優会

歯科、矯正歯科、小児歯科

80

平成14年3月1日 （医）健優会 柴野歯科医院

平成31年4月1日現在 歯科診療所一覧
No

施設開設日

施設名称

81

平成10年12月28日 おおくぼ歯科医院

82

平成10年4月1日 山口歯科医院

83
84

平成29年5月30日 入谷ひろまつ矯正歯科クリニック
昭和58年4月1日 白井歯科医院

施設所在地

施設ＴＥＬ１ 開設者名称

診療科目名称

北上野二丁目８番３号

3841-2874 大久保 清光

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科

北上野二丁目１２番１１号 鈴木工業ビル１
3844-6418 山口 幸一
Ｆ

歯科、小児歯科

北上野二丁目２４番９号 ハイツ北上野１階 5828-4618 弘松 美紀

小児歯科、矯正歯科、歯科

北上野二丁目３０番４号

3841-6554 白井 幸一

歯科

85

平成20年9月18日 （医）華清会 清水歯科クリニック

北上野二丁目３０番８号 池戸ビル１Ｆ

5828-1427 医療法人社団 華清会

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

86

昭和58年3月31日 大出歯科医院

清川一丁目１９番８号

3872-1979 小林 てい子

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

87

昭和43年5月22日 太田歯科医院

清川二丁目７番１４号

3872-5956 太田 浩

歯科、小児歯科

88

平成27年2月1日 母家歯科医院

蔵前一丁目７番３号 三光ビル２階

3861-0406 母家 正明

歯科

89
90
91
92

平成11年10月16日 サンエス歯科医院
平成30年12月1日 医療法人社団和寛会蔵前ベリタス歯科
平成6年10月1日 ジェイエムビル歯科医院
平成24年4月27日 関原歯科医院

蔵前一丁目７番７号 アイランドビル１０１号 3863-0458 久喜 一夫
蔵前二丁目２番４号 ヒューマンハイム蔵前
5835-5584 医療法人社団和寛会
１０１号室
蔵前二丁目６番３号 ジェイエムビル５Ｆ
5820-6874 野崎 康弘
蔵前二丁目７番２号

5809-3408 関原 仁

歯科、小児歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

95

平成7年2月13日 山岸歯科医院

蔵前三丁目１番１３号 フォンテーヌ蔵前１
5825-0175 野村 良子
階
蔵前三丁目１３番１０号 蔵前日の丸ビル３
3866-8036 医療法人社団寿幸会
Ｆ
蔵前三丁目２０番１号
3851-1718 山田 由美子

96

平成6年9月20日 ひきば歯科医院

蔵前四丁目３３番８号 ＨＫビル２Ｆ

3865-3418 引場 博仁

歯科

97

昭和58年9月1日 松木歯科医院

小島二丁目３番８号

3851-3671 松木 英作

98

平成29年9月4日 新御徒町やまぐち歯科医院

小島二丁目１３番３号 カネイチビル１階

3862-8241 山口 智子

寿一丁目１番３号

3844-7553 山本 明彦

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

93
94

99
100
101
102
103
104

平成26年4月1日 のむら歯科
平成6年2月1日 （医）寿幸会 笠原歯科医院

昭和59年9月11日 山本歯科医院
平成24年12月25日 はな歯科

寿一丁目６番７号 ユーハイツ伸光２０２号 3842-8712 戸邊 真希子

平成8年12月1日 （医）松山会 ことぶきわたなべ歯科医院 寿二丁目３番６号
昭和61年12月3日 池野谷歯科医院
平成25年2月4日 まゆみ歯科
昭和50年5月12日 磯部歯科医院

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

3845-8020 医療法人社団松山会

歯科、矯正歯科、小児歯科

寿二丁目７番１４号

3841-6009 河本 まり子

歯科

寿二丁目７番１７号

5830-7467 加藤 真弓

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

寿二丁目１０番１５号 田原町ビル８階

3841-2932 磯部 茂

歯科、歯科口腔外科

105

平成14年10月25日 はじめ歯科

寿三丁目４番４号 ラルーチェ寿１０１

5827-4618 山本 元

歯科、小児歯科

106

昭和58年12月12日 代田歯科医院

寿三丁目７番１０号

3841-2051 代田 和郎

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

107

昭和57年2月12日 原本歯科医院

寿四丁目１２番７号 第一矢口ビル４階

3845-4625 原本 敏裕

歯科、小児歯科

平成31年4月1日現在 歯科診療所一覧
No

施設開設日
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施設ＴＥＬ１ 開設者名称

診療科目名称

駒形一丁目１１番６号 サンジャーレ浅草１
5806-0175 翁川 孝行
階

歯科

駒形二丁目５番３号 モチヅキビル２Ｆ
下谷二丁目３番２号 ルックハイツうぐいす
谷１Ｆ
下谷二丁目４番１‐３０１号

3845-1987 五明 豊久

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

下谷二丁目１２番７号
下谷二丁目１５番１号 東京縫製会館ビル２
Ｆ
下谷二丁目１５番４号 エクセル入谷２号館
１Ｆ
下谷三丁目８番９号 ＤＲホームズ上野２Ｆ

3872-1801 小野 圭一

平成25年2月5日 山口よしのぶ歯科医院

千束一丁目８番１号 コーポ山口１階

117

平成24年6月1日 土田歯科医院

千束二丁目３２番７号 コンフォートスズヤ１
3873-6198 土田 淳
Ｆ

歯科、矯正歯科、小児歯科

118

平成7年6月29日 高田歯科医院

千束四丁目６番５号

3871-2382 高橋 亜矢子

歯科

119

平成8年9月1日 中村歯科医院

台東一丁目３番２号

3831-8589 中村 正英

歯科

120

平成14年3月1日 亀井章男歯科

台東一丁目１１番７号

3831-6296 亀井 章男

歯科

121

平成8年11月20日 北野歯科医院

台東一丁目１２番１０号 小守ビル３Ｆ

3833-8844 北野 千佳子

歯科

122

昭和55年8月4日 のがみ歯科

台東一丁目１７番８号

3832-4415 野上 勇

歯科、矯正歯科、小児科歯科

123

昭和62年1月8日 亀井歯科クリニック

台東一丁目３１番１０号 202

3837-2252 亀井 達雄

歯科、矯正歯科、小児歯科

124

平成4年1月24日 中島歯科クリニック

台東二丁目１番３号 ＫＭセンチュリービル
5688-8183 中島 寛隆
１Ｆ

108

平成20年6月26日 駒形歯科

109

平成5年2月23日 五明歯科医院

110

昭和62年6月1日 （医）徳洋会 大谷歯科クリニック

111
112
113

平成8年10月21日 やまなし歯科医院
平成9年11月1日 小野歯科医院
平成16年12月22日 入谷デンタルクリニック

114

平成14年7月27日 すずき歯科

115

昭和62年6月22日 キンヤ歯科クリニック

116

125

3876-8074 山梨 由美子

3871-8172 清水 良子

歯科、歯科口腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科

3872-4184 鈴木 彰

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

3875-2218 秋山 欣也

歯科

5808-9418 山口 宜伸

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

126

平成29年7月7日 クレスト歯科クリニック台東

台東二丁目２９番１１号 星野ビル１階

3834-2630 医療法人社団白王会

127

平成2年4月25日 根日屋歯科クリニック

台東三丁目４番４号 ４Ｆ

3832-1947 根日屋 輝雄

台東三丁目１９番４号

3831-7175 河野 孝

歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

129

昭和49年12月23日 河野歯科医院
平成28年1月1日 脇野歯科クリニック

台東二丁目１番９号 秋葉原デ・プレ１Ｆ２Ｆ 5817-4390 秋山 隼

歯科、矯正歯科
歯科、小児歯科、歯科口腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

128

平成24年4月20日 あきやま歯科医院

3871-1664 医療法人社団徳洋会

台東三丁目２７番１０号 佐竹ＳＨビル１階１
5688-6480 脇野 仁
０１号室

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科

130

昭和60年4月10日 おおと歯科医院

台東三丁目４０番１０号 大畑ビル２Ｆ

3834-6515 大登 剛

131

平成29年7月28日 おおしな歯科クリニック

台東四丁目２番１号

6806-0461 大科 美奈子

台東四丁目７番５号 ＣＨＩＯ御徒町１階

6240-1165 医療法人社団清慈会

132

平成22年3月1日

医療法人社団清慈会 御徒町パーク歯
科クリニック

平成31年4月1日現在 歯科診療所一覧
No
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133

昭和48年6月1日 玉野歯科医院

台東四丁目１９番１５号

3831-0693 玉野 明

歯科

134

昭和43年7月1日 山本歯科医院

台東四丁目２１番２０号

3832-1081 山本 佳

歯科

135

平成19年4月1日 川又歯科医院

鳥越一丁目５番６号

3866-0993 川又 正典

歯科

136

平成4年9月22日 ソヤムラ歯科医院

鳥越一丁目７番１号 曽谷村ビル２ＦＡ号室 5820-8430 曾谷村 新吾
鳥越一丁目２２番４号 清洲アベニュー高３
3866-5115 高橋 節子
０１
鳥越二丁目５番８号
3851-3747 鬼久保 至彦

歯科

西浅草一丁目２番２号 八宝ビル４Ｆ

3845-3319 医療法人社団勝誠会

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

137
138
139

昭和56年3月11日 アイ歯科
平成25年6月2日 鬼久保歯科医院
平成5年3月1日 （医）勝誠会 田原町歯科医院

歯科
歯科

140

平成5年4月21日 関戸歯科医院

西浅草二丁目１２番８号 関戸ビル２階

3843-8567 関戸 直樹

歯科

141

平成6年3月23日 小林歯科医院

西浅草二丁目１６番１号

3844-1092 横田 雅実

142

昭和38年12月1日 渡邊歯科医院

西浅草二丁目２０番２号

3844-0148 渡邊 真宏

143

平成17年5月20日 さや歯科医院

西浅草三丁目１６番８号

5828-4182 田島 清馨

歯科、歯科口腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科

西浅草三丁目１６番９号 デューク星空２Ｆ

3841-8811 野間口 朗

歯科

西浅草三丁目２０番８号

3844-2168 庄司 博之

歯科
歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科

144
145

昭和60年6月1日 野間口歯科医院
昭和61年10月12日 庄司歯科医院

146

平成20年4月1日 えづれ歯科医院

西浅草三丁目２９番９号

3845-3545 江連 雅孝

147

平成28年1月1日 椿デンタルクリニック

日本堤一丁目６番１１号 ３階

6240-6188 医療法人社団 椿診療所

148

平成29年8月1日 久保歯科医院

日本堤一丁目８番１号

3872-1254 久保 洋平

149

平成7年5月19日 かつ歯科医院

日本堤一丁目２６番１号 日本堤レジデンス
3871-8858 勝 良武
１Ｆ

歯科、小児歯科

150

平成7年1月26日 小泉歯科クリニック

根岸一丁目２番２０号 田中ビルⅡ３階

5603-6355 小泉 浩司

歯科、矯正歯科、小児歯科

151

平成26年1月1日 高松歯科

根岸一丁目５番１３号 深澤ビル２Ｆ

3875-8148 高松 伸博

152

平成26年3月1日 うぐいす谷駅前歯科

根岸一丁目８番１８号 高松ビル３０１

3873-6484 医療法人社団桜歯会

153

平成26年2月28日 うぐいす歯科クリニック

根岸三丁目１番２２号 立花鶯谷ビル１階

3874-8214 丸山 敏史

歯科、小児歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科

154

平成12年10月24日 武田歯科医院

根岸三丁目３番１号 アーバンコート根岸２
3873-5382 武田 智道
Ｆ

155

平成15年11月25日 あおい歯科診療室

根岸三丁目３番１８号 根岸ハイツ１Ｆ

156

平成30年4月1日 ひろ歯科医院

157

平成28年9月1日 大田原歯科クリニック
根岸三丁目１６番１５号
公益社団法人東京都台東区歯科医師会
昭和56年4月2日
根岸四丁目１番２８号
歯科診療所

158

3876-1133 村松 いずみ

根岸三丁目１３番５号 るりこうビル１Ｆ・２Ｆ 5808-9039 中 貴弘
6802-3030 大田原 充

歯科、小児歯科
歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

3874-6433 公益社団法人東京都台東区歯科医師会
歯科、小児歯科

平成31年4月1日現在 歯科診療所一覧
No

施設開設日

施設名称

159

平成13年12月21日 小浜歯科医院

160

平成4年9月24日 大村歯科医院

161
162
163
164

昭和63年8月16日 デンタルクリニック根岸
平成24年7月1日 橋本歯科医院
平成23年12月1日 医療法人社団徳誠会 三ノ輪歯科
平成10年12月17日 桐歯科医院

施設所在地

施設ＴＥＬ１ 開設者名称

診療科目名称

根岸五丁目６番４号

5603-1182 小濱 裕人

歯科、矯正歯科、小児歯科

根岸五丁目１１番３５号

5603-8864 大村 隆司

歯科

根岸五丁目１３番９号 帝都ビル１０１号

3871-4885 石和田 惠理

歯科

根岸五丁目１７番６号 ＴＳタシカ屋ビル２Ｆ 5603-4337 橋本 明彦

歯科、矯正歯科、小児歯科

根岸五丁目２４番４号 １Ｆ

6806-6816 医療法人社団徳誠会

橋場一丁目９番６号 コートポローニア２Ｆ

3871-0202 桐ケ久保 光弘

橋場一丁目２８番８号

3876-0418 医療法人社団一水会

歯科、歯科口腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

5808-7321 東京保健生活協同組合

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

165

平成9年10月8日 （医）一水会 はしば歯科医院

166

平成25年9月1日

167

平成14年9月2日 （医）英歯会 いしやま歯科・矯正歯科

花川戸一丁目２番３号 浅草駅ビル４Ｆ Ｂ
室

3844-1480 医療法人社団英歯会

歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

168

平成22年4月1日 ナカデンデンタルオフィス

花川戸一丁目２番６号 中傳ビル６Ｆ

5826-0227 中村 久仁子

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科

3844-8727 医療法人社団宮元会

歯科

6802-7196 安田 亮

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

169
170
171
172
173
174

東京保健生活協同組合 橋場診療所歯
橋場二丁目２番５号 １階
科

平成27年7月1日 浅草スカイデンタルクリニック

花川戸一丁目１１番６号
４階
花川戸一丁目１５番１号
１号
花川戸二丁目１６番７号
Ｆ
花川戸二丁目１８番２号

平成22年5月1日 （医）一水会 あさくさ歯科

東浅草一丁目２番８号 末崎ビル１階・２階 5808-4180 医療法人社団一水会

歯科、小児歯科、歯科口腔外科
歯科、小児歯科

平成4年1月6日 （医）宮元会 花川戸歯科医院
平成27年12月1日 安田歯科醫院
平成15年7月25日 ハヤシデンタルクリニック

フェスタ花川戸２０
大津屋花二ビル２
長浜ビル３階

5246-8014 林 恒彦
6231-6613 東風 剛

176

平成15年8月25日 大久保歯科医院

東上野一丁目１番１号 Ｏ＆Ｋビル２０１
3836-1192 濱田 太郎
東上野一丁目２番１３号 カーニープレイス
3835-3731 医療法人社団志皓会
新御徒町３階
東上野一丁目４番３号
3831-0701 大久保 忠世

177

平成10年8月20日 きたしろ歯科医院

東上野一丁目７番３号 フクモトビル１Ｆ

175

平成10年2月19日 タロウ歯科クリニック

エリ－ゼ片岡ビル

昭和63年3月1日 （医）志皓会 理浩歯科クリニック

3837-4182 北城 伸明

178

平成30年3月9日 青木歯科クリニック

東上野一丁目７番１２号 徳永ビル４Ｆ南室 3836-0833 青木 徳久

179

平成29年5月1日 御徒町駅前歯科クリニック

東上野一丁目１２番１号 ミヤマビル１階

3832-8895 石井 克旺

180

平成29年8月1日 御徒町イースト歯科

東上野一丁目１２番１５号 山本ビル１Ｆ

5846-8282 医療法人ＣＯＳＭＯＳ

181

平成26年9月1日 医療法人社団藤智会 佐藤歯科医院

東上野一丁目１５番３号 佐藤ビル１階

3835-8160 医療法人社団藤智会

東上野一丁目１８番６号

3832-8613 稲富 元彰

東上野二丁目２２番５号 上野ＴＳビル１階

5817-8610 松本 里奈

182
183

平成5年3月3日 稲富歯科医院
平成30年2月15日 東上野ホワイトデンタル

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

歯科、矯正歯科、小児歯科
歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、小児歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
小児歯科、矯正歯科、歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、矯正歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科

平成31年4月1日現在 歯科診療所一覧
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施設所在地

施設ＴＥＬ１ 開設者名称

184

平成30年11月1日 医療法人社団ＫＩＮＤ 上野ミント歯科

東上野二丁目２３番７号 宍倉ビル１階

3834-5840 医療法人社団ＫＩＮＤ

185

平成10年2月13日 小坂歯科医院

東上野三丁目１１番２号 ４Ｆ

3833-5221 小坂 俊彦

186
187

診療科目名称
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、小児歯科

平成16年9月1日 （医）剣正会 東上野歯科クリニック

東上野三丁目１８番７号 上野駅前ビル３Ｆ 5818-4618 医療法人社団剣正会

歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

平成12年8月1日 小森歯科医院

東上野三丁目１９番１５号

3832-1009 小森 久弘

歯科、歯科口腔外科

188

昭和57年5月12日 高橋歯科

832-6350

189

平成26年8月18日

3832-1388 （医）眞慈会

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科

190

平成28年4月18日

191

平成26年11月1日

192

平成17年1月26日

193

平成28年4月1日

194

平成24年2月6日

195

平成15年11月1日

東上野三丁目２１番７号
東上野三丁目３５番１号 鈴木ビル２階・３
（医）眞慈会 鈴木歯科
階
東上野三丁目３５番５号 ザ・パークハウス
浅田歯科医院
上野レジデンス１０１号室
医療法人社団門萠会 うえのデンタルク 東上野三丁目３５番１０号 クレイシア上野
リニック
１０１
比留間歯科医院
東上野四丁目１番５号
東上野四丁目６番７号 シティコープ上野広
なかむら歯科医院
徳１Ｆ
東上野四丁目８番１号 ＴＩＸＴＯＷＥＲ ＵＥＮ
（医）顕心会 Ｋ’ｓ Ｄｅｎｔａｌ
Ｏ２０１
向津歯科医院
東上野四丁目２７番８号

196

平成6年12月1日 葛井歯科医院

197

平成30年2月26日 上野稲荷町歯科

198

平成5年9月17日 中島歯科医院

199
200
201

平成12年2月23日 よしひら歯科クリニック

203

平成12年6月6日 永田歯科医院

204

平成4年4月17日 八木下歯科医院

205
206

平成9年1月1日 岩本歯科
平成22年2月9日 いずみ歯科クリニック

207

昭和61年2月21日 河合歯科医院

208

平成11年7月30日 奥沢歯科医院

209

平成7年3月1日 鳥居デンタルクリニック

歯科

5812-4988 （医）門萠会

歯科

3841-3174 比留間 正三

歯科、矯正歯科、歯科口腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科

5828-0648 中村 光真
6802-8241 医療法人社団顕心会

歯科、矯正歯科、小児歯科

3841-1904 向津 武志

歯科

3841-0601 葛井 正

東上野五丁目１番４号 稲荷町ビル３Ｆ

3842-2320 田村 尚樹

東上野五丁目８番３号 マリオン飯島１０１

3847-8249 中島 博文

東上野六丁目３番１４号

3843-1577 善平 順子

3842-4182 永石 仁

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

松が谷一丁目１２番１０号
松が谷二丁目１９番１０号 ストークプラザ
上野松ヶ谷１階１０１
松が谷二丁目２７番１２号

3844-1052 品川 尚一

歯科

3844-1518 永田 尚弘

歯科

3842-8148 八木下 恵子

歯科

松が谷三丁目１番２号 栗林ビル２Ｆ

3843-8778 岩本 冨美代

松が谷三丁目１１番９号

3847-0105 西島 泉

松が谷四丁目２６番１５号
松が谷四丁目２７番１５号 ストーク松が谷
２Ｆ
三筋一丁目７番３号 メゾンド佐藤２階

3845-4180 河合 貴久

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、小児歯科

医療法人社団恵桜会 みんなの歯科クリ
東上野六丁目１６番９号 織田屋ビル１階
ニック
平成10年1月7日 永石歯科クリニック
松が谷一丁目１番１号 嵐川ビル２Ｆ
昭和62年5月27日 品川歯科医院

5818-4888 浅田 顕司

東上野四丁目２７番１２号

平成26年9月1日

202

高橋 秀直

5246-4614 医療法人社団恵桜会

3841-3610 奥沢 康彦
3861-8827 鳥居 裕次

平成31年4月1日現在 歯科診療所一覧
No

施設開設日
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210

平成3年4月23日 伊藤歯科医院

211

昭和57年4月10日 メサキ歯科医院

施設所在地

施設ＴＥＬ１ 開設者名称

診療科目名称

三筋二丁目９番２号

3863-1260 伊藤 秀文

歯科

三ノ輪一丁目１番１２号

3874-8106 目崎 淳一
3871-1606 医療法人社団厚修会

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科

212

平成12年9月1日 （医）厚修会 嶋田歯科医院

三ノ輪一丁目２１番５号

213

平成18年6月1日 三ノ輪口腔ケアセンター

三ノ輪一丁目２７番１１号 台東区三ノ輪福
5603-2235 公益社団法人東京都台東区歯科医師会
歯科
祉センター８Ｆ

214
215

平成21年11月25日 （医）華清会清水歯科クリニック三ノ輪
平成26年6月1日 （医）飛成会 三ノ輪駅前歯科クリニック

三ノ輪一丁目２８番７号 グローベル ザ・ス
5603-5105 医療法人社団華清会
テーション三ノ輪０１０２号室
三ノ輪二丁目１４番１０号 ハーモニーベル
3807-7170 医療法人社団 飛成会
１階
元浅草一丁目２番１号
3842-1182 齊藤 雅弘

歯科、小児歯科、歯科口腔外科
歯科、小児歯科

216

平成17年11月24日 新御徒町歯科

217

平成12年9月25日 加藤歯科医院

元浅草一丁目６番７号

218

平成22年6月24日 松原歯科クリニック

元浅草一丁目１７番１号
5830-3118 松原 将人
元浅草二丁目７番１２号 東宝マンション２０
3835-0246 月山 文子
１
元浅草二丁目１１番９号 滝井ビル２Ｆ
3833-0277 江口 潤

歯科、歯科口腔外科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科

219

平成8年3月25日 月山歯科医院

3844-0796 加藤 信一

歯科、矯正歯科
歯科

220

昭和58年10月11日 江口歯科クリニック

221

平成2年5月24日 元浅草歯科医院

元浅草三丁目６番１号 石澤ビル２Ｆ

3847-7388 中村 仁一

歯科、小児歯科

222

平成28年9月1日 ほさか歯科

元浅草三丁目１０番７号 １Ｆ

5806-2616 保坂 京子

歯科、小児歯科

223

平成10年4月22日 半田歯科医院

元浅草四丁目６番５号 今井ビル１Ｆ

3841-4888 半田 紀穂子

歯科、小児歯科

224

昭和58年4月1日 鈴木歯科医院

元浅草四丁目１０番４号

3844-0947 鈴木 尚

歯科

225

昭和56年5月8日 永井歯科クリニック

谷中一丁目１番１８号

3828-4180 永井 文宜

歯科、矯正歯科

谷中三丁目６番１８号

3821-0281 伊藤 直紀

歯科

226

平成20年3月31日 伊藤歯科医院

227

昭和56年12月22日 小野沢歯科医院

谷中五丁目８番２号

3821-4706 小野沢 真一

228

平成14年10月21日 河津歯科医院

谷中七丁目１８番１７号 斉藤ビル１Ｆ

3824-5074 河津 徳敏

229

平成26年7月1日 おやまだ歯科

柳橋一丁目２３番３号 田中ビル４Ｆ

3851-3686 小山田 貴彦

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

柳橋一丁目２３番３号 ＩＫビル４Ｆ

3862-6480 中野 正博

歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

柳橋二丁目６番４号 木島ビル６Ｆ

3866-3770 蛯谷 剛文

歯科

柳橋二丁目６番８号 南ビル２Ｆ

3851-4800 舩坂 満

歯科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科
歯科、小児歯科

230

平成12年1月25日 中野歯科クリニック

231

昭和60年4月1日 巣山歯科医院

232

平成25年3月27日 舩坂歯科診療所

233

平成24年12月10日 グレースデンタルクリニック城東分院

竜泉一丁目２１番１８号

6240-6483 医療法人社団 慶実会

234

平成13年12月20日 手島歯科医院

竜泉一丁目３３番７号

3872-8358 手島 誉浩

235

平成31年3月7日 医療法人社団大伸会 みのわ三国歯科 竜泉二丁目１９番１８号 中川ビル２階

6802-4181 医療法人社団大伸会

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科

平成31年4月1日現在 歯科診療所一覧
No
236

施設開設日

施設名称

平成26年10月1日 星野デンタルクリニック

237

平成3年3月10日 秋山歯科医院

238

平成9年3月1日 岩間歯科医院

施設所在地

施設ＴＥＬ１ 開設者名称

診療科目名称

竜泉二丁目２０番１５号 都築ビル１階

5603-8210 星野 修平

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口
腔外科

竜泉三丁目５番４号

3872-5584 石井 和子

歯科

竜泉三丁目１３番６号

3873-6136 岩間 隆洋

歯科

