
地区名 氏名 診療所名 〒 診療所住所 TEL

横浜市歯科医師会糖尿病登録医リスト

青葉 青山　和照 青山歯科医院 227-0043 青葉区藤が丘2-29-11 ロイヤルハイツ藤が丘1F 972-0505

青葉 赤池　秀 赤池歯科クリニック 225-0002 青葉区美しが丘4-1-19　第2井上ビル2Ｆ 901-6465

青葉 上薗　英治 みすずが丘歯科医院 225-0016 青葉区みすずが丘22-6 978-0240

青葉 大橋　擁 大橋歯科医院 227-0063 青葉区榎が丘５－５モンターナ青葉台３号 984-1597

青葉 岡﨑　雅子 すすき野デンタルクリニック 225-0021 青葉区すすき野2-5-4 904-3418

青葉 加々見　明 加々見歯科 227-0061 青葉区桜台29-16 桜台ガーデン1F 982-8241

青葉 河津　千尋 河津歯科 225-0001 青葉区美しが丘西3-12-18 903-6043

青葉 河野　正芳 Ｋ．デンタル 225-0024 青葉区市ヶ尾町1070-5 第5ムラタビル 309-6630

青葉 瓦田　全 藤が丘デンタルクリニック 227-0043 青葉区藤が丘2-4-3　藤が丘会館302 972-6480

青葉 北野　道廣 北野歯科医院 225-0011 青葉区あざみ野2-2-8 プロスパあざみ野101 902-4182

青葉 木村　史子 きむら歯科医院 227-0038 青葉区奈良5-8-20 960-0118

青葉 久保田　正 クボタ歯科医院 225-0024 青葉区市ヶ尾町1156-15 朝日市ヶ尾マンション2F 971-0011

青葉 小杉　禎久 小杉歯科医院 225-0003 青葉区新石川2-15-9 902-8214

青葉 小松　憲人 こまつ歯科医院 227-0045 青葉区若草台10-1 プラトゥモリ106 962-1418

青葉 近藤　隆俊 こんどう歯科医院 227-0038 青葉区奈良５－４－１　レーベンスラウム１０５ 960-0882

青葉 佐氏　又英 佐氏歯科医院 227-0045 青葉区若草台10-28 962-2323

青葉 早乙女　亮 早乙女歯科医院 225-0024 青葉区市ヶ尾町1064-4　横山ビル2F 973-8397

青葉 坂井　尚 坂井歯科医院 227-0067 青葉区松風台37-12 961-5757

青葉 酒向　毅 さこう歯科医院 225-0002 青葉区美しが丘1-13-10 吉村ビル206 909-4141

青葉 佐藤　英夫 さとう歯科クリニック 225-0002 青葉区美しが丘2-17-4-103 903-7330

青葉 佐貫田　尚亮 さぬきだ歯科医院 227-0062 青葉区青葉台2-11-25 989-1118

青葉 篠原　泰弘 篠原歯科医院 225-0001 青葉区美しが丘西3-65-5 ルヴェデュソレイユ1号 901-6487

青葉 下山　和夫 しもやま歯科医院 227-0045 青葉区若草台1-1 962-2241

青葉 鈴木　俊和 ベルデンタルクリニック 227-0062 青葉区青葉台2-10-33 983-1152

青葉 田花　政昌 たばな歯科医院 227-0048 青葉区柿の木台14-2 キャクタス柿の木台1F-106 972-9681

青葉 地挽　雅人 地挽歯科医院 227-0033 青葉区鴨志田町824-25 961-2015

青葉 濱田　宣行 浜田歯科医院 227-0044 青葉区もえぎ野1-21 イワコー藤が丘ビル101 978-1188

青葉 藤尾　昭 アーバン・プラザ歯科藤尾 227-0043 青葉区藤が丘1-16-10 アーバン・プラザ2F-J 971-8447

青葉 山本　昭二 山本歯科医院 227-0043 青葉区藤が丘2-19-1 ベルエール藤が丘 973-4618

青葉 原　龍馬 原歯科医院（市が尾） 225-0024 青葉区市が尾町１１７５－１２　１Ｆ　Ｂ号室 511-7275

青葉 高橋　真朗 たかはし歯科医院 225-0024 青葉区市ヶ尾町５１８－１　東急ドエルアルス市ヶ尾南２０４ 978-4622

青葉 今村　栄作 横浜総合病院 225-0025 青葉区鉄町２２０１ 902-0001

青葉 今村　圭一郎 あおぞら歯科 225-0022 青葉区黒須田３３－５　タウンコートあざみ野１Ｆ 883-8892

青葉 山崎　智人 山崎歯科クリニック 227-0045 青葉区若草台５－５７ 963-0648
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青葉 小野寺　久美子 えだ歯科医院 225-0015 青葉区荏田北３－１－４　２Ｆ 912-0242

青葉 新妻　泰典 新妻歯科クリニック 227-0062 青葉区青葉台１－１３－２　新妻ビル２Ｆ 981-4182

青葉 前田　仁 前田歯科医院 225-0011 横浜市青葉区あざみ野1-12-2　あざみ野第2ビル1F 904-4181

青葉 早川　順満 青葉台歯科診療所 227-0062 青葉区青葉台1-29-1　ひこべービル2F 981-1025

青葉 村田　賢二 松風台アニュー歯科クリニック 227-0067 青葉区松風台４６－２ 961-9960

青葉 中村　輝夫 中村歯科クリニック 225-0011 青葉区あざみ野2-7-15　アヴァンセあざみ野2F 903-6807

青葉 藤下　義輝 藤下歯科医院 225-0024 青葉区市が尾町1164-11 971-0740

青葉 堂　信夫 たまプラーザうえき矯正歯科 225-0002 青葉区美しが丘２－１４－３　マンションメモアール２Ｆ 901-1246

青葉 冨岡　孝之 冨岡歯科クリニック 227-0054 青葉区しらとり台３５－２５－１Ｆ 981-6480

青葉 服部　優子 ＭＯＭ Ｄｅｎｔａｌ Ｃｌｉｎｉｃ 225-0001 青葉区美しが丘西3-2-11 901-4183

青葉 平山　法久 ひらやまデンタルクリニック 225-0005 青葉区荏子田2-1-6　プラシード1F 902-4918

青葉 芳山　弘志 よしやま歯科医院 227-0054 青葉区しらとり台2-15　コーラルビル1F 981-6829

青葉 堀口　裕司 ほりぐち歯科医院 227-0062 青葉区青葉台１－７－１　東急スクエアＳｏｕｔｈ２　７Ｆ 985-8107
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青葉 坂下　友也 坂下歯科クリニック 225-0012 青葉区あざみ野南2-1-26 913-6487

青葉 山根　淳 山根歯科クリニック 225-0024 青葉区市ヶ尾町1168-1 カーサー・ウチノ2F 972-5225

青葉 川本　泰正 川本歯科クリニック 225-0002 青葉区美しが丘1-6-5 コメールビル2F 901-0053

青葉 鳥居　浩一郎 鳥居歯科医院 225-0022 青葉区黒須田32-5 あざみ野コートヒルズ1F 973-8211

青葉 箕輪　邦彦 みのわデンタルクリニック 225-0021 青葉区すすき野３－５－２８ 507-3018

青葉 黒田　勝也 クロダ矯正歯科 225-0011 青葉区あざみ野２－９－５　吉春ビル１Ｆ 902-2020


