
オーラルフレイル相談医 医療機関一覧

No. 地区 医療機関名 オーラルフレイル相談医 住所 電話番号
1 西区 有馬ビル歯科 秋山 真理 楠町27-2  有馬ビル2F 045-312-8240
2 西区 吉川歯科医院 吉川 正敏 久保町12-5 045-231-2242
3 西区 岡田歯科医院 岡田 とし江 浅間町5-379-5 045-311-5963
4 西区 よしだ歯科クリニック 吉田 大輔 西平沼町4-1　ヨコハマタワーリングスクエアE-101 045-290-8525
5 南区 あまだ歯科医院 天田 力 別所1-5-19　サニーハイムⅢ-1F 045-742-5586
6 南区 松川歯科医院 松川 圭美 南太田1-28-2 045-713-4682
7 南区 ナガタ歯科 吉田 直人 六ッ川1-132-6　ヒルズ横浜南ガーデニア1-101 045-721-4422
8 港南区 かもい歯科医院 児玉 拓郎 丸山台1-13-1　ラポルトビル2F 045-845-1929
9 磯子区 三宅歯科医院 三宅 公太郎 磯子2-25-1 045-752-5588
10 磯子区 さいとう歯科医院 齋藤 元昭 久木町24-4 045-751-7461
11 磯子区 わかまつ歯科 若松 和代 坂下町9-8　リバーハイツ坂下1F 045-751-7820
12 磯子区 サカモト歯科医院 坂本 揺子 杉田8-9-2 045-772-5151
13 磯子区 羽田歯科医院 羽田 京太郎 森1-10-7 045-753-7241
14 金沢区 松尾歯科医院 鈴木 伸子 泥亀1-18-12　坂本ビル2F 045-786-1410
15 金沢区 すぎやま歯科 杉山 貴憲 寺前1-1-26　マックコート金沢文庫101 045-782-0031
16 金沢区 富岡歯科クリニック 内田 光彦 富岡東6-1-16　エヴァレジデンス1F 045-772-9551
17 金沢区 ビアレ歯科 小金井 弘行 並木2-13-5　ビアレヨコハマ3F 045-787-5306
18 保土ケ谷区 保土ヶ谷ふみ歯科クリニック 高橋 史典 帷子町1-1　長谷川ビル1F 045-489-4423
19 保土ケ谷区 ふるた歯科 古田 潤二郎 川辺町2-13　コーナン保土ヶ谷星川店3F 045-341-7776
20 保土ケ谷区 松崎デンタルクリニック 松﨑 崇 権太坂2-25-2 045-715-4618
21 保土ケ谷区 斉藤歯科医院 斉藤 永三 境木本町1-28 045-713-8864
22 保土ケ谷区 やまもと歯科クリニック 山本 圭人 天王町1-17-8 045-338-1182
23 旭区 高階歯科医院 高階 光博 笹野台2-26-5 045-361-8663
24 旭区 ふたまたがわ歯科口腔外科 中谷 逸希 二俣川2-50-14　コプレ7-B 045-360-6480
25 旭区 のぞみ歯科 澤田 秀之 二俣川2-58　第一清水ハーモニービル3F 045-364-4418
26 戸塚区 金子歯科医院 金子 行夫 戸塚町108-3 045-865-2450
27 戸塚区 ゆかわ歯科医院 湯川 光徳 戸塚町3974　インテリアゆかわビル2F 045-871-8814
28 栄区 斎藤歯科医院 齋藤 登 笠間5-29-5 045-894-1188
29 栄区 小島おとなこども歯科 小島 健 小菅ヶ谷2-19-43-1階 045-392-7758
30 泉区 和泉町歯科クリニック 佐藤 佑輔 和泉中央北1-31-16 045-802-2243
31 泉区 橋本歯科医院 橋本 和喜 上飯田町1331-4 045-804-2654
32 泉区 新田歯科医院 新田 兼久 中田北2-7-17 045-802-3706
33 泉区 あいば歯科医院 相庭 常人 中田東1-37-2 045-802-1765
34 泉区 小野歯科医院 小野 清一郎 中田南5-65-19 045-801-6480
35 泉区 グリーンデンタルクリニック 石川 博之 緑園4-1-6　ジスタスビル2F 045-813-4618
36 瀬谷区 すがわら歯科医院 菅原 英樹 阿久和西4-18-17 045-391-8499
37 瀬谷区 大内歯科クリニック 大内 昇 三ツ境106-1 045-391-0500
38 神奈川区 西山歯科医院 西山 潔 大口通35 045-421-4103
39 神奈川区 犬飼歯科医院 犬飼 周佑 鶴屋町2-22-3　伊藤ビル1F 045-314-1550
40 神奈川区 栄治歯科クリニック 道本 栄治 西神奈川1-20-7　ビューサイト横浜3F 045-432-4618
41 神奈川区 東開歯科医院 大西 明人 二ッ谷町6-3  メゾン・ド・ビー・フロント202 045-316-7850
42 港北区 医療法人社団清美会 清水歯科医院 清水 哲郎 大倉山3-2-33　大倉屋ビル2F 045-542-6487
43 港北区 久保田矯正歯科 久保田 智至 日吉本町1-20-2　ティーエムビル3F 045-563-5767
44 緑区 十日市場ファミリー歯科 正木 大介 十日市場町849-12　松ビル1F 045-511-8789
45 青葉区 北野歯科医院 北野 道廣 あざみ野2-2-8　プロスパあざみ野101 045-902-4182
46 青葉区 坂下歯科クリニック 坂下 友也 あざみ野南2-1-26 045-913-6487
47 青葉区 さこう歯科医院 酒向 毅 美しが丘1-13-10　吉村ビル206 045-909-4141
48 青葉区 三浦歯科医院 三浦 頡剛 柿の木台4-1　石原第2ビル1F 045-973-2980
49 青葉区 鳥居歯科医院 鳥居 浩一郎 黒須田32-5　あざみ野コートヒルズ1F 045-973-8211
50 青葉区 あおぞら歯科 今村 圭一郎 黒須田33-5　タウンコートあざみ野1F 045-883-8892
51 青葉区 冨岡歯科クリニック 冨岡 孝之 しらとり台35-25-1F 045-981-6480
52 青葉区 小杉歯科医院 小杉 禎久 新石川2-15-9 045-902-8214
53 青葉区 みのわデンタルクリニック 箕輪 邦彦 すすき野3-5-28 045-507-3018
54 青葉区 わたぎ歯科医院 綿木 康浩 すすき野3-7-2　プロスペールすすき野 045-901-3931
55 青葉区 さかもと歯科医院 坂本 和穂 田奈町43-3  新幸レジデンス田奈1F 045-982-7667
56 青葉区 医療法人社団成隆会 こんどう歯科医院 近藤 隆俊 奈良5-4-1　レーベンスラウム105 045-960-0882
57 青葉区 マツザワデンタルクリニック 松澤 努 松風台13-5  ライムライト松風台3 045-989-1616
58 青葉区 浜田歯科医院 濱田 宣行 もえぎ野1-21　イワコー藤が丘ビル101 045-978-1188
59 都筑区 よしおか歯科医院 吉岡 裕史 大丸3-3 045-948-1105
60 都筑区 勝田歯科医院 村田 眞 勝田町294-3-2階 045-591-2918
61 都筑区 ガーデンプラザ歯科 望月 悟 川和町1236-1 045-938-6480
62 都筑区 岸歯科医院 岸 三博 茅ヶ崎中央30-16　アイビル201 045-943-4618
63 都筑区 みなみテラス歯科 今井崎 理沙 茅ヶ崎中央55-1　パインクリエイトビル1F 045-942-6002
64 都筑区 中川駅前歯科クリニック 二宮 威重 中川1-10-2　中川センタービル2F 045-910-2277
65 都筑区 堀元歯科医院 堀元 隆司 中川中央1-29-2　グランドメゾンセンター北101 045-910-1881
66 都筑区 センター北こども＆ファミリー歯科クリニック 永井 香織 中川中央1-30-1　プレミアヨコハマ2F 045-914-8810
67 都筑区 仲町台たがみ歯科医院 田上 哲克 仲町台1-27-2　ティ・ケイ・エムビル1F 045-943-7707
68 都筑区 中村歯科クリニック 中村 裕子 南山田2-11-16 045-591-8211


