栃木県障害者歯科医療協力医名簿
令和４年(2022)５月現在
市町

宇都宮市

鹿沼市

医療機関名称

住所

連絡先

氏名

いがらし歯科イーストクリニック

宇都宮市平松本町１１２５－６

028-611-3085 五十嵐 尚美

いがらし歯科医院

宇都宮市下岡本町４５５２－１４

028-673-6661 五十嵐 三彦

いのまた歯科医院

宇都宮市上田原町６６０－１

028-672-4181 猪俣 正裕

岩本歯科医院

宇都宮市鶴田町２５１－４

028-648-8148 岩本 一男

大野歯科医院

宇都宮市御幸本町４６５０－６

028-660-1313 大野 克夫

おかだ歯科医院

宇都宮市御幸ヶ原町２２４－４

028-663-1660 岡田 整治

金澤歯科医院

宇都宮市針ヶ谷町５００－４

028-650-2522 金澤 正英

熊倉歯科医院

宇都宮市陽東２－１６－１８

028-662-7835 熊倉 学

佐伯歯科医院

宇都宮市大通り３－２－６

028-633-3587 佐伯 秀利

佐貫歯科医院

宇都宮市今泉３－５－２５

028-621-3880 佐貫 直通

鈴木歯科医院

宇都宮市一の沢２－１－５

028-622-2661 鈴木 一廣

鈴木努歯科医院

宇都宮市若草４－１６－４

028-627-0238 鈴木 努

須田歯科医院

宇都宮市南一の沢町１－２４

028-635-4826 須田 彰男

舘野歯科医院

宇都宮市岩本町４５４－２

028-627-5157 舘野 陽一

なら歯科医院

宇都宮市豊郷台２－２１－２

028-643-8823 奈良 清加

箱島歯科医院

宇都宮市五代３－１－１６

028-653-4504 箱島 光一

廣瀬歯科医院

宇都宮市兵庫塚１－８－１５

028-655-1020 廣瀬 典富

医療法人三宅歯科・矯正歯科クリニック

宇都宮市砥上町３１－４

028-647-3741 三宅 弘直

医療法人登会茂呂歯科医院 宇都宮分院

宇都宮市戸祭１－７－１０

028-624-5180

薬師寺歯科医院

宇都宮市滝の原３－１－３

028-635-0382 薬師寺 淳一

簗瀬歯科桜診療所

宇都宮市桜４－１１－２２

028-622-3056 簗瀬 昇

やまのうち歯科医院

宇都宮市兵庫塚町９－１

028-612-8660 山之内 文彦

ゆざわや歯科クリニック

宇都宮市曲師町２－１２ゆざわやビル２Ｆ

028-635-8050 鈴木 克昌

吉成歯科医院

宇都宮市駒生町１３５９－２２５

028-652-1671 吉成 仁

アイデンタルこまはし

鹿沼市今宮町１６０８－２

0289-65-3558 駒橋 一永

青木歯科医院

鹿沼市中田町１３５４－１１

0289-62-2896 高崎 道子

医療法人誠広会石﨑歯科医院

鹿沼市東町３－４番９号

0289-64-5199 石﨑 誠

鰕原歯科医院

鹿沼市口粟野８９６

0289-85-2319 鰕原 公子

大貫歯科医院

鹿沼市万町９６３－８

0289-62-6585 大貫 真裕

医）清和会鹿沼病院附属歯科クリニック

鹿沼市千渡１６７１

0289-65-6226 駒橋 武

金子こども歯科

鹿沼市朝日町１１４１－３

0289-62-8888 金子 實

川入歯科医院

鹿沼市上石川１５２６－５１

0289-76-3740 瓦井 昭二

菊地歯科医院

鹿沼市東末広町１９３４

0289-62-2873 菊地 香

木村歯科医院

鹿沼市奈佐原町３３７－３

0289-75-2233 木村 立男

小林歯科医院

鹿沼市仲町１２９０

0289-65-5551 小林 幹夫

さつきケ丘鈴木歯科

鹿沼市栄町２－１０－１

0289-65-4000 鈴木 定幸

四季デンタルクリニック

鹿沼市鳥居跡町１００７

0289-62-3381 齋藤 由昭

鈴木歯科医院

鹿沼市上野町３０３－３

0289-65-0481 鈴木 裕之

相馬歯科医院

鹿沼市日吉町６１１

0289-62-9663 相馬 英人

田代歯科医院

鹿沼市上野町２２８－５

0289-64-9229 田代 高志

田辺歯科医院

鹿沼市坂田山２－５３

0289-62-2636 田辺 章

てづか歯科クリニック

鹿沼市西茂呂３－１６－４

0289-60-1500 手塚 史雄

医療法人社団青々会畑歯科医院

鹿沼市下田町１－１２０５－２

0289-62-3326 畑 健一

福島歯科医院

鹿沼市上材木町１８３５

0289-62-2218 福嶌 隆夫

星デンタルクリニック

鹿沼市下田町１－５００２－３

0289-63-4182 星 雅朗

医療法人登会茂呂歯科医院

鹿沼市仲町１５９５－１０

0289-65-2545
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茂呂 兀
茂呂 祐康

茂呂 英運
茂呂 尚紀

栃木県障害者歯科医療協力医名簿
令和４年(2022)５月現在
市町
日光市

真岡市

益子町
芳賀町

栃木市

小山市

下野市

壬生町

野木町

医療機関名称

住所

連絡先

氏名
船越 達海

船越歯科医院

日光市本町７－２８

0288-53-1330

木代歯科医院

真岡市久下田７６７

0285-74-0318 木代 宏

木村歯科クリニック

真岡市並木町４丁目７－９

0285-83-6471 木村 卓史

医療法人社団健歯会関歯科医院

真岡市久下田９２０

0285-74-3676 関

謙一

医療法人はやし歯科医院

真岡市並木町４丁目１０-３

0285-82-8611 林

浩司

0285-72-0111

船越 八重子

大塚 義次

医療法人社団聖会大塚歯科医院

芳賀郡益子町益子３６３８

みやした歯科医院

芳賀郡益子町七井2-11

小林歯科クリニック

芳賀郡芳賀町祖母井南1丁目7-1

あおば歯科クリニック

栃木市薗部町２－１８－５

0282-25-1100 古澤 正克

新井歯科医院

栃木市湊町４－１２

0282-22-1579 新井 和幸

入野歯科医院

栃木市今泉町２－８－２３

0282-27-0799 入野 光市

臼井歯科医院

栃木市沼和田町１２－１４

0282-22-7770 臼井 正人

亀田歯科

栃木市岩舟町和泉１３２５－１

0282-55-5118 亀田 智

医）社団さおとめ会早乙女歯科医院

栃木市都賀町家中２４０８

0282-27-3737 早乙女 雅彦

坂本デンタルクリニック

栃木市境町２２－１９

0282-24-7721 坂本 正雄

須賀歯科医院

栃木市倭町１１－１３

0282-22-0473 須賀 潔

関根歯科医院

栃木市境町３－１６

0282-22-1747 関根 淳

添野歯科医院

栃木市片柳町１－１８－７

0282-22-5395 添野 圭子

田村歯科医院

栃木市万町２６－１８

0282-22-0404 田村 良亮

寺内歯科医院

栃木市岩舟町静１１４８－２

0282-55-8011 寺内 達成

中田歯科医院

栃木市西方町本郷３９６

0282-91-1005 中田 嘉之

医療法人福富歯科医院

栃木市樋ノ口町３９６－２４

0282-22-3703 福富 宏

藤森歯科医院

栃木市都賀町合戦場２３８

0282-27-1877 藤森 洋

前橋歯科医院

栃木市薗部町２－３－３

0282-25-1233 前橋 潮

町田歯科医院

栃木市大平町西水代１６０８－１

0282-43-7249 町田 太瑞

町田歯科医院

栃木市藤岡町藤岡１０１４

0282-62-2439 町田 裕哉

石川歯科医院

小山市駅東通り１－２９－１２

0285-22-4182 石川 弘司

大友歯科医院

小山市粟宮１－４－１

0285-25-8244 大友 文雄

角田歯科医院

小山市城山町１－２－１０

0285-24-3138 角田 國義

医療法人社団おおるり会柿沼歯科医院

小山市駅東通り１－２７－２７

0285-23-1889 柿沼 幸宏

覚本歯科医院

小山市駅南町３－２６－１８

0285-27-8148 覚本 嘉美

さいとう歯科医院

小山市松沼８９６－２

0285-37-1206 斎藤 研司

田中歯科医院

小山市喜沢１８９－６

0285-22-7701 田中 正史

たむら歯科医院

小山市中久喜１－４－１２

0285-22-6441

なかの歯科医院

小山市大行寺１０２７－３

0285-21-1182 中野 雅樹

医療法人城南やぎ歯科医院

小山市東城南１－６－７

0285-27-8049 八木澤 孝仁

柳歯科医院

小山市神鳥谷１－１３－２３

0285-23-7377 柳 善景

大塚 啓子

0285-72-7123 宮下 均
028-677-1900 小林 康彦

田村 壽彦
田村 厚子

医療法人社団孝仁会ワカナ歯科第二診療所 小山市城東３－２４－３

0285-25-0328 若菜 孝夫

海老原歯科医院

下野市祇園５－７－３

0285-44-8148 海老原 元

医療法人ハラダ歯科医院

下野市小金井１－５－４

0285-44-4182 江連 美佐代

山﨑歯科医院

下野市石橋２８４－２１

0285-53-0275 山﨑 宏

山中歯科医院

下野市小金井２９６６

0285-44-0401 山中 正則

粟嶋歯科医院

下都賀郡壬生町幸町３－２６－３

0282-86-5577 粟嶋 久男

上野デンタルクリニック

下都賀郡壬生町中央町８－８

0282-82-0110 上野 泰宏

加藤歯科医院

下都賀郡壬生町本丸１－２－６

0282-82-9335 加藤 己久司

君島歯科医院

下都賀郡壬生町至宝３－１０－４

0282-82-7474 君島 充宣

せきぐち歯科医院

下都賀郡野木町丸林６４５－４

0280-57-0065 関口 修二
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栃木県障害者歯科医療協力医名簿
令和４年(2022)５月現在
市町

医療機関名称

住所

連絡先

氏名

伊東歯科医院

大田原市末広３－２８３１－１０８

0287-23-4180 伊東 隆一

鈴木歯科医院

大田原市黒羽向町７４

0287-54-0700 鈴木 和雄

山の手歯科医院

大田原市山の手１－８－１８

0287-24-1182 小沼 正樹

矢板市

わたなべけいこ歯科

矢板市上町６５７

0287-40-3026 渡邉 佳子

那須塩原市

グリ－ン歯科本田クリニック

那須塩原市材木町６－３２

0287-64-2332 本田 功

さくら市

西歯科医院

さくら市氏家字小里２８９３－２

028-689-8814 西 健

石川歯科医院

那須烏山市金井２－９－６

0287-84-1818 石川 秀忠

石倉歯科医院

那須烏山市鴻野山２０９－７

0287-88-0633 石倉 聡

岡林歯科医院

那須烏山市初音６番６号

0287-82-2646 岡林 昌彦

川俣歯科医院

那須烏山市旭１－２０－５

0287-82-2243 川俣 純子

スマイル歯科

那須烏山市藤田１４７７

0287-88-5505 塩田 太

福沢歯科医院

那須烏山市大金１８１

0287-88-2046 福澤 宏文

医療法人希望会藤井歯科医院

那須烏山市中央３－３－５

0287-84-1921

みどり歯科

那須烏山市南大和久４５１－２

0287-88-5155 若菜 松夫

塩谷町

鈴木歯科医院

塩谷郡塩谷町上平２７-１２

0287-46-0631 鈴木 良知

高根沢町

野中歯科医院

塩谷郡高根沢町宝積寺２４５８

028-675-6444 野中 伸一

遅沢歯科医院

那須郡那珂川町小川２５６５－５

0287-96-2040 遲澤 弘明

高野歯科医院

那須郡那珂川町久那瀬７３１

0287-92-3529 髙野 徹也

あしかがの森足利病院歯科

足利市大沼田町６１５

0284-64-7121 須永 芳弘

いもと歯科医院

足利市中川町３-９

0284-71-1212 井本 真道

おかむら小児歯科クリニック

足利市弥生町１３－１

0284-64-7168 岡村 航也

春日丘歯科

足利市山下町１２６７－５

0284-62-7788 山口 政彦

河内歯科

足利市家富町２１６５

0284-21-0909 河内 克治

かわまた歯科医院

足利市大正町８７２－１０

0284-44-2001 川俣 史夫

きが歯科医院

足利市常見町３－９－１１

0284-43-2266 氣賀 昌彦

小泉歯科

足利市猿田町６－２０

0284-41-1181 小泉 映子

小林歯科医院

足利市島田町７５１

0284-71-8148 小林 浩

コム中島歯科

足利市田中町１５－２

0284-73-1180 中島 義雄

近藤歯科医院

足利市葉鹿町２９６

0284-62-0205 近藤 隆彦

つるた歯科クリニック

足利市羽刈町５４６－７

0284-70-3470 鶴田 朝樹

細見歯科クリニック

足利市山川町８８７－８

0284-44-1019 細見 明夫

松島歯科医院

足利市有楽町８４２－２３

0284-41-1711 松島 義人

吉岡歯科医院

足利市小俣町６２１－１５

0284-62-0563 吉岡 眞弘

よしたに矯正歯科

足利市通２-２６５０

0284-41-3029 吉谷 信吾

若林歯科医院

足利市田中町８２５

0284-73-8148 若林 竹彦

えづら歯科クリニック

佐野市天神町７９７

0283-27-0648 江面 陽子

大橋歯科医院

佐野市富岡町１５００－１

0283-23-8743 大橋 三喜男

ごとう歯科医院

佐野市伊勢山町１－１０

0283-24-8571 後藤 俊一

塩野谷歯科医院

佐野市田沼町７７０－２

0283-62-6243 塩野谷 敏裕

ひまわり歯科医院

佐野市葛生東１－６－１１

0283-85-2052 石川 圭子

三井歯科医院

佐野市若宮上町８－２

0283-23-5900 三井 裕徳

山口歯科クリニック

佐野市久保町２６７－１

0283-23-9595 山口 保

よこづか歯科医院

佐野市免鳥町８４０－１

0283-22-8148 横塚 浩一

大田原市

那須烏山市

那珂川町

足利市

佐野市
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藤井 敦
藤井 まり子

