
　　「妊産婦歯科健康診査」協力歯科医院名簿

医院 住所 電話 医院 住所 電話

飯盛歯科医院 片淵1-10-21 821-1110 寺谷歯科医院 上町3ｰ14 822-4651

石橋歯科医院 鍛冶屋町5-6 820-1484 といし歯科クリニック 戸石町1455ｰ1 839-1131

いずみだ歯科医院 矢上町12-34 838-7080 東望歯科クリニック 田中町821　東望ビル２Ｆ 839-3986

泉田歯科医院 かき道3-3 838-3690 富永歯科医院 かき道1-31-20 830-2305

稲澤歯科医院
大黒町3-1
長崎交通産業ビル5F

827-3388 冨永歯科クリニック 築町5-7 827-8000

いわなが歯科長崎駅前クリニック 大黒町2-5　アリオッソⅡ3F 826-2226 鳥越歯科医院 戸石町1303ｰ4 830-1166

梅﨑歯科医院 栄町1-27　栄ビル2F 821-2682 とりやま歯科 古賀町875-1 813-3150

おがわ歯科医院 下西山町３-７ 820-8238 中富歯科医院 戸石町678ｰ13 830-2624

音山歯科医院 元船町7-9　萩野ビル2F 821-6433 ナカムラ･デンタル･クリニック 万屋町5-27  髙橋ビル1F 820-4462

小野原歯科医院 賑町4-12 823-4118 なりまつ歯科 浜町6－22 818-8211

おやま歯科中通り診療所
麹屋町4-13
セラーリオ麹屋町201号

825-4545 賑デンタルクリニック 古川町6-37　オオクラビル3F 825-2501

貝通丸歯科 下西山町2-3　シバタビル1F 823-6480 西岡歯科医院 白木町1-8 827-8488

亀田純歯科医院 銅座町14-8　柿田ビル3F 821-7169 にしおか歯科医院 宿町47-1 837-1916

かんだ歯科 東町1914 830-2030 にしの歯科クリニック 愛宕3-5-8 811-3155

きだか歯科医院 出島町13-1　栗原ビル1F 825-5955 野島歯科医院 古川町6-27 822-8354

北野歯科医院 古賀町868-9 839-6901 野田歯科医院 桜町3-8 827-0008

きらきら歯科医院
浜町2-18
クリエート長崎201

815-8039 のはら歯科 万屋町4-14　堤ビル3F 820-1213

クリハラ・デンタル・クリニック 伊勢町2-1　サトウビル1F 828-1839 はじめ歯科クリニック 諏訪町5-17 800-1724

鍬先歯科 万屋町6-26 823-4225 馬場歯科医院 銅座町14-1 823-2389

郡家歯科医院 樺島町1-15 823-3012 林田歯科医院 矢上町3-28 837-1506

ＫＥＮＺＯデンタルクリニック 馬町81　三光ビル2Ｆ 822-3084 はらぐち歯科医院 かき道2-52-18 838-4198

許斐歯科診療所 油屋町1-14  アスクビル5F 822-5757 はる歯科クリニック
大黒町7-14
サン・アヴィート2F

825-4182

さかがみ歯科 鍛冶屋町6-18　岸川ビル1F 822-0372 ひろし歯科 伊勢町4-10　江口ビル2F 822-3500

桜馬場歯科医院 桜馬場2-1-11 829-3949 ひろふみ歯科クリニック 田中町851‐1 839-7687

澤本歯科医院 元船町14-6 823-4012 フクサキ歯科医院 桜馬場2‐4‐12 827-3077

渋谷歯科診療所 恵美須町2-24 811-3512 藤井歯科浜町診療所 浜町10-8　３Ｆ 825-7666

添野歯科医院 元船町2ｰ8 823-4886 ふじ歯科診療所 万才町3-12-303 811-1331

高尾歯科医院 中町5ｰ29 827-1456 フジデンタルクリニック 伊良林1-1-1  大場ビル2F 824-2616

たかかぜ歯科 矢上町47-8 839-3332 藤樹歯科医院 銅座町2-15  NKイリスビル4Ｆ 820-8080

高田歯科小児歯科 東古川町4-3 2F 821-4181 古豊歯科医院
銅座町7-29
ＴＮメディカルビル5F

825-1987

田川歯科医院 界1-3-12 838-3911 桝屋歯科医院
江戸町6-5
江戸町センタービル2F

816-3948

田口歯科医院
銅座町4-1
りそな長崎ビル8F

821-0648 松本健歯科医院 栄町3-24-2F 827-1180

田口歯科クリニック 桜町5-8　桜町ビル3F 826-2586 三浦デンタルクリニック 築町5-16　異人堂ビル6Ｆ 821-5055

田代歯科医院
新大工町5-7
シーボルタウン2F

820-7696 ミツヤス歯科診療所 万才町3-9-3F 825-4180

田代歯科診療所 古川町5-20 822-0034 光安歯科医院 船大工町6-11　 823-2563

たちばな歯科医院
魚の町3-12
J.P.Gヴィレッジ2F

823-5363 峯歯科医院
大黒町11-14
東亜物産ビル1F

827-3330

立山歯科医院 浜町7-1　相川興産ビル7F 821-1133 みほこ歯科クリニック 桜馬場1-2-1　相田ビル3F 826-1155

タナカ・デンタル・クリニック 古川町6-35　タナカビル3F 824-3281 牟田歯科医院 矢上町19-7　2F 838-8855

たら歯科 中里町1390-2 813-8800 村橋歯科診療所 桜馬場1-2-12 822-6348

ちくば歯科醫院 桶屋町59　コア桶屋町3F 818-7088 諸熊歯科医院 浜町9-8　カロムビル205号室 816-2281

塚本歯科医院 銅座町5‐7　サイノオビル4F 822-8111 やまぐち歯科クリニック 田中町79-13 839-8742

津田歯科医院 銀屋町3-5 823-3585 山田歯科 中川1-11-28 824-6003

常岡歯科診療所 油屋町2‐18 822-0295 吉武歯科医院 桜町8-1　集栄堂ビル1F 821-3553

角町歯科医院 出来大工町62‐4 827-4418 渡邉歯科医院 諏訪町6-27 824-1648

手塚歯科医院 宿町28-2 839-8998 わたなべＴＯＭＯ歯科医院 油屋町1-2　MOTOビル2F 820-8030

東　　　　　　　　部

（平成29年4月1日現在）



医院 住所 電話 医院 住所 電話

阿部歯科医院 小江原4-39-1 846-5677 アジサイデンタルクリニック 平瀬町68-14-2F 895-9911

ありた小児・矯正歯科 宝栄町14-8 862-8131 伊王島診療所 伊王島2-846-6 898-2300

犬塚歯科医院
岩見町4-2
久松建材ビル2F

861-7860 岩本歯科医院 香焼町494-16 871-1221

岩永歯科医院 畝刈町1613-214 850-3923 いわもと歯科 深堀町1-11-17 832-3008

上田歯科医院 飽の浦町4-7 861-1848 いわもと歯科わかばデンタル
深堀町1-145-24
フレスポ深堀

832-3385

えがしら歯科医院 大浜町796-18 865-5100 上田歯科医院 丸山町1-30 826-3888

大平歯科診療所 弁天町15-15 861-2372 内野歯科診療所
大浦東町2-13
長濱コーポ2F

822-2590

小山歯科 琴海戸根町2694-15 884-2916 おがわ歯科医院 三和町541 878-0039

カリタス外海診療所　歯科 新牧野町132-1 0959-25-0790 オガワ・デンタル・クリニック 籠町4-16 816-0118

かわさき歯科医院 京泊2-5-18 850-1717 かがり歯科クリニック 常盤町1-55 895-9331

川谷歯科医院 小江原2-14-1 846-3551 蔵本歯科 茂木町1805 834-6008

琴海歯科医院 西海町1733-21 884-1700 三和中央病院診療部歯科 布巻町165-1 898-7511

光風台病院（歯科） 鳴見台2-45-20 850-1012 塩塚歯科 新戸町2-9-12  山川ビル2F 879-3603

佐々木歯科医院 西海町1755-200 884-1721 柴原歯科医院 布巻町154-1 892-8018

しもだ歯科医院 大浜町1548-1 834-4060 しまさき歯科医院 為石町2524さんとぴあ21 1Ｆ 892-2220

すえなが歯科医院
旭町6-1タワーシティ長崎
タワーコート301

834-1188 高久歯科医院 江川町291 878-0178

すえなが歯科
ファミリークリニック

曙町3-8 861-2802 高島診療所 高島町1727-1 896-2048

末廣歯科医院 琴海村松町738 884-3524 たかひろ歯科医院 脇岬町3385 893-1739

たけとみデンタルクリニック 永田町3123 0959-25-1717 たがみ歯科医院 田上2-2-8 827-1447

たなか歯科医院 京泊3-31-1 850-4748 たなかデンタルオフィス 新地町1-5　MMCビル3F 818-7120

なかしま歯科医院 春木町9-2 862-9356 辻歯科医院 新地町5-4　サンビル橋本1F 821-1844

中村デンタルクリニック 竹の久保町1-34 832-1111 寺田歯科医院 蚊焼町2304-1 892-1014

鳴見台歯科クリニック 鳴見台2-22-25 814-1381 道津歯科医院 戸町4-10-8 878-4885

西上歯科医院 三重町330-6 850-6480 ながはま歯科医院 小ヶ倉町2-178 834-5420

にしだ歯科医院 みなと坂1-2-14 834-4056 中村歯科 田上2-6-5 828-1166

ねぎし歯科クリニック 琴海形上町1811-2 840-7708 なでしこ歯科医院 小ヶ倉町3-195-19　七洋ビル1F 800-5334

野口歯科医院 旭町1-18 861-5059 原歯科診療所 丸山町7-3 822-6326

のだ歯科医院
城山台2-26-28
北尾ビル101

818-0147 パールデンタルクリニック 末石町290-2 871-2345

はかりや歯科小児歯科医院 大浜町1591 865-0082 ひぐち歯科 磯道町215-1 879-2525

ひらの歯科クリニック
畝刈町1613-85ニューポート
メディカルビル2Ｆ

850-7618 藤井歯科医院新戸町診療所 新戸町2-6-23 878-1287

松永歯科医院 小江原2-41-20 849-3737 ふくろう歯科クリニック ダイヤランド4-7-15 879-3614

馬渡歯科医院
旭町9-18
旭マンション101

861-9041 星野歯科医院 浪の平町2-15 827-2277

みうら歯科医院 小瀬戸町1006‐55 865-2121 まちだ歯科クリニック 茂木町1590-13 836-2552

宮崎歯科医院 稲佐町6-3 861-0070 まつお歯科医院 ダイヤランド3-11-7 879-5678

みやた歯科医院 竹の久保町17-16 862-7711 松永歯科医院 平山台1-5-1 879-5800

牟田歯科医院 梁川町4-12　梁川ビル1F 862-8870 みやざき歯科医院 小曽根町1-38 821-1538

もりかわ歯科 入船町11-3 862-9260 森歯科医院 相生町1-7 822-5317

山口歯科医院 琴海形上町1851-7 886-3178 森歯科クリニック 本石灰町5-14 822-5859

山崎歯科医院 式見町332 841-0011 森川歯科医院 野母町1818 893-2226

杠葉病院歯科 三和町413 878-3734

よしだ歯科 上戸町2-17-6 878-7191

ヨシダ歯科 梅香崎町1-5 823-2763

わたなべ歯科医院 晴海台町41-6 892-8167

西　　　　　　　　部 南　　　　　　　　部



医院 住所 電話 　　　　　医院 住所 電話

赤星歯科医院
昭和1-10-23
グランエターナ1F

847-7579 中村仁昭歯科 若葉町1-23　銀杏堂ビル2F 849-4320

あさだ歯科医院 滑石3-8-11 856-3339 長崎大学病院臨床研修室 坂本1-7-1 819-7753

ありがとう歯科医院
千歳町15-1 マインズビル
2F

846-1118 にしかど歯科医院 浜口町3-8-2F 841-7377

いけだ歯科医院 平和町4-26 844-6348 にのみや歯科 葉山1-14-28 814-6171

いけだ歯科医院 中園町8-7　エビスビル2F 843-1888
葉山歯科
キッズデンタルクリニック

横尾2-13-5 857-0727

石田歯科医院 白鳥町1-28 848-0118 はら歯科医院 平野町23-1　Ksビル2F 842-6622

井手歯科医院 滑石3-13-21 856-8493 ピュアスマイル矯正歯科室 平野町10-2-2Ｆ 894-7265

いでぐち歯科医院 花丘町1-1 844-0416 東歯科医院 大橋町23-1 844-1443

いわなが歯科 三原1-29-12 843-1001 樋口歯科医院 中園町19-1 814-8231

岩本歯科医院 中園町6-28 844-0788 平川歯科医院 城栄町16-15 847-8773

いわもと歯科医院 花園町15-11 862-6161 古豊歯科医院 小峰町3-16 843-4165

うら歯科クリニック 横尾3-2-1 855-4781 ほんだ歯科 文教町5-23 814-8711

江頭歯科医院 柳谷町5-12 844-4304 増田歯科クリニック 若竹町19-23 846-1000

扇町歯科医院 扇町14-12 848-2295 まつい小児歯科医院 滑石1-1-16-2F 857-0018

小川歯科医院
滑石3-1-8
ボンヌール滑石Ⅲ-101

857-8010 松尾歯科医院 松山町4-45 843-6364

オガワデンタルオフィス 滑石2-9-12 865-7591 マツオ歯科医院 坂本1-4-20 847-7378

落合歯科医院 葉山1-4-1　第2川尾ビル1F 857-3690 松尾まこと歯科
橋口町15-11
アメニティハイツ1F

849-2225

きのした歯科 目覚町5-17　笹島ビル2F 843-3311 松谷歯科医院 滑石3-6-5 857-9761

楠田歯科診療所 城山町19-5 862-5883 まつもと歯科 昭和1-2-18　千代田ビル1F 844-7700

久保歯科クリニック 女の都4-4-10 845-2808 道ノ尾病院（歯科室） 虹が丘町1-1-さくら棟 855-0924

さかい歯科医院
油木町2-17
谷口ビル１F・2F

841-7880 南歯科医院 平和町18-2 844-6265

さとみ歯科医院 城山町31-14 864-0555 三原台病院歯科 三原1-8-35 846-8111

柴原歯科医院
千歳町3-8
サンパーク住吉3F

845-5313 峯歯科医院 城山町5-1 861-0220

小児しながわ歯科医院 住吉町14-26　坂内ビル2F 843-8765 宮口歯科医院 住吉町11-20 849-2238

しらいし歯科医院 川平町1404 848-6006 むらかみ歯科医院 小峰町12-20 841-8038

菅原歯科医院 平野町11-10 844-0748 むらかみ歯科医院 葉山2-1-19 855-1313

菅原泰道歯科医院 平和町9-4 849-2535 村上歯科医院 文教町10-9　山本ビル1F 845-8923

杉森歯科クリニック 川平町1204 843‐0122 もとき歯科クリニック 宝町7-17　宝町若草ビル3F 843-8070

住吉歯科クリニック 住吉町2-22 848-7338 本原歯科医院 本原町13-15　本原ハイツ1F 849-2348

すやま歯科医院
千歳町11-1
スプリーム千歳町1F

843‐7234 森川歯科医院 扇町2-17 844-6221

そえじま歯科医院
滑石5-1-22
滑石ショッピングセンター2F

855-3545 森本歯科医院 滑石5-11-66 860-6100

高尾歯科クリニック
滑石3-8-5
メディカル滑石4F

840-6480 山辺歯科 川口町1-1-105 844-0357

たかだ歯科医院
滑石3-19-21
のぞみハイツ2F

855-0244 よしかわ歯科 葉山1-28-1 855-9661

たなかこうせい歯科医院 滑石3-19-11 857-6020 吉田しんいち歯科医院 油木町11-8 841-7040

田中歯科医院 住吉町3-11-2F 846-7836 よしだ歯科・矯正クリニック 大橋町17-1 844-2350

チトセピア歯科クリニック
千歳町5-1
チトセピア1F

894-8856 米田けんじ歯科 中園町20-12 814-8117

坪口歯科医院 岩川町4-10 844-0264 和田歯科医院 千歳町4-7　チトセビル2F 843-3860

寺崎歯科医院 小峰町3-31 847-9232 渡邉太平歯科 横尾3-5-13 857-6484

とだか歯科医院 白鳥町4-1 845-8148 渡辺歯科医院 天神町3-7 844-2355

中村歯科医院 千歳町3-2 849-6615

北　　　　　　　　部


