
平成30年1月11日現在
県北圏域

医療機関名称 連携登録医名 標榜診療科 所在地 電話

石井歯科医院 石井　章 歯科 福島市上町3-10 024-522-3855

富岡歯科医院 富岡　寛美 歯科一般 福島市瀬上町四斗蒔12の2 024-553-3528

ファミリア歯科
歯科、小児歯科、歯科口腔外
科

福島市大森字北島29-1 024-573-0417

渡辺歯科 渡辺　一成 歯科、小児歯科 福島市南沢又字桜内4-5 024-558-8880

古川歯科医院 古川　順 歯科 福島市蓬莱町6丁目8-24 024-548-5561

あべ歯科医院 阿部　満
一般歯科、小児歯科（小児矯
正歯科）

福島市南中央2丁目31 024-534-5885

アースデンタルクリニッ
ク

歯科 福島市野田町4-1-2 024-525-1661

けやき歯科医院 内藤　秀明 歯科、小児歯科、矯正歯科 福島市泉字堀之内10-2 024-555-3922

蓬莱歯科医院 亘理　道男 歯科 福島市蓬莱町二丁目1の9 024-548-3312

医療法人社団福島福寿会
あぶくま歯科

田中　順 一般歯科、矯正、小児歯科 福島市小倉寺字神ノ前4-6 024-526-4707

医療法人　末永歯科医院 末永　弘卓
歯科、小児歯科、歯科口腔外
科、矯正歯科 福島市笹谷字中屋敷13-10 024-555-6850

みかわだい歯科小児歯科 歯科、小児歯科 福島市野田町1-14-81 024-534-4904

遠藤歯科・口腔外科クリ
ニック

遠藤　義隆 口腔外科 福島市東中央一丁目15-6 024-526-3333

植木歯科医院 植木　禎弘 歯科 福島市松川町字南諏訪原78-2 024-567-5502

かさはら歯科 笠原　一朗 歯科 福島市丸子字町頭19-3 024-554-4848

あい歯科医院 吉川　亮 歯科、小児歯科 大森字赤沢60-2 024-545-2627

いわぶち歯科医院 岩渕　良幸
歯科、小児歯科、歯科矯正、
歯科口腔外科 福島市泉字泉川9-13 024-558-4658

渡辺　一民

渡辺　一成

五十嵐歯科クリニック 歯科 福島市仁井田字石塚36-1 024-545-9336

いいくぼ歯科 飯久保　美穂 歯科 福島市南沢又字下番匠田18の6 024-557-3031

医療法人社団　新妻歯科
医院

新妻　俊商 一般歯科 福島市町庭坂字長林17-2 024-573-8816

勢島歯科医院 勢島　昇 歯科 福島市宮下町10-4 024-534-6876

勢島歯科八島田クリニッ
ク

勢島　尚 歯科 福島市八島田字中干損田5-1 024-559-1234

医療法人　松北歯科クリ
ニック

本間　英孝
歯科、口腔外科、小児歯科、
矯正歯科 福島市北沢又字外新田17-1 024-555-3555

板橋歯科医院 板橋　辰也 歯科 福島市丸子字前川原57-16 024-553-2733

セントラル歯科クリニッ
ク

歯科 福島市栄町7-33 024-521-1501

かんの歯科医院 菅野　昭彦 歯科 福島市岡部字大蔵1801 024-533-7888

医療法人　こわた歯科医
院

歯科、矯正歯科 福島市南矢野目字道下43-3 024-573-7824

佐藤　喜久雄

佐藤　久恭

医療法人ミュウミュウデ
ンタルクリニック

丹治　栄展 歯科 福島市南矢野目字西荒田50-17 024-573-4747

小笠原歯科医院 歯科 福島市飯坂町字鯖湖町19 024-542-0341

菊地歯科医院 菊地　静示 歯科 福島市陣場町9-21 024-533-2061

スリープ歯科福島院 田中　絵里 歯科 福島市北町4-5　DANビル３F 024-572-6381

連携登録医（歯科）一覧
福島県立医科大学附属病院

渡辺歯科医院 一般歯科、矯正歯科 福島市上町2-20　中央ビル3F 024-523-0845

医療法人陽雄会　すずた
け歯科医院

歯科 福島市飯坂町湯町4-1 024-542-1711



医療法人社団譽会　オーラ
ルステーションデンタルク
リニック

山田　満憲 歯科 伊達市保原町字泉町90番地29 024-576-2393

譽田　徹

西村　翼

池田歯科医院 池田　丈博 歯科 伊達市梁川町右城町46-1 024-577-7938

高野歯科医院 高野　研一 歯科一般 伊達市保原町5-15-1 024-575-5232

鈴木歯科医院 鈴木　勝人 歯科 伊達郡桑折町上郡字堰上1-11 024-582-1184

医療法人青い海　あんど
う歯科医院 　 歯科、小児歯科、矯正歯科 伊達郡国見町藤田字町尻二12-1 024-585-1183

ひまわりデンタルクリ
ニック

後藤　重則 歯科、小児歯科 伊達郡国見町藤田字中沢10-21 024-585-1102

斎藤歯科医院 斎藤　慎一 歯科、口腔外科、小児歯科 伊達郡桑折町大字谷地字石塚2-5 024-582-6221

デンティスト　ワタナベ 渡邉　徹
一般歯科、矯正、小児歯科、
インプラント 二本松市若宮2-164-3 0243-22-0612

岩﨑歯科医院 岩﨑　克彦 歯科 二本松市藤之前33-5 0243-22-8500

伊藤歯科医院 伊藤　修一 一般歯科、小児歯科 二本松市金色久保196 0243-22-2277

五十嵐歯科クリニック 五十嵐　淳夫 一般歯科、小児歯科 安達郡大玉村大山字仲江321 0243-48-3907

医療法人　まゆみ歯科ク
リニック

渡邊　俊
一般歯科、小児歯科、歯科口
腔外科、矯正歯科 本宮市本宮字万世209-1 0243-33-3666

県中圏域

医療機関名称 連携登録医名 標榜診療科 所在地 電話

栗原歯科医院 栗原　久典 一般歯科、小児歯科、矯正 郡山市久留米六丁目85-4 024-947-0650

フルタ歯科医院 古田　倫郎 歯科、小児歯科、口腔外科 郡山市鶴見坦1-6-3 024-938-4181

医療法人　にしむら矯正
歯科医院

西村　則彦 矯正歯科 郡山市朝日3-4-16 024-925-5112

中村歯科医院 中村　慎介 歯科 郡山市清水台2-7-25 024-932-2625

八幡歯科医院 八幡　公章 歯科 郡山市備前舘1-142 024-935-9351

根本歯科医院 根本　秀明 歯科一般 郡山市駅前1-2-9 024-932-1007

田中歯科クリニック 田中　裕 歯科 郡山市大槻町牛道1-15 024-934-8148

歯科医院　美緒 園田　正人
歯科、歯科口腔外科、小児歯
科 郡山市久留米6丁目53-5 024-946-8444

くろだ歯科・矯正歯科ク
リニック

歯科、矯正歯科、小児歯科 郡山市富久山町久保田字石堂31-4 024-927-5578

むなかた歯科クリニック 宗形　久 歯科 郡山市逢瀬町多田野字久保田95 024-957-3320

駅前ときわ歯科 常盤　一哉
歯科、小児歯科、矯正歯科、
口腔外科 郡山市駅前1-9-10 024-991-1819

空港通歯科医院 古賀　修一
一般歯科、小児歯科、矯正歯
科、予防歯科、審美歯科

須賀川市高久田境87-1　メガス
テージ須賀川内 0248-63-8210

医療法人社団七曜会
月田歯科医院 月田　秀夫 歯科、小児歯科、矯正歯科

石川郡玉川村大字中字道上6番地
の2 0247-57-4400

県南圏域

医療機関名称 連携登録医名 標榜診療科 所在地 電話

河島歯科医院 河島　清之進 歯科 白河市天神町53 0248-23-2739

大栄歯科クリニック 安藤　昌廣 歯科一般 白河市中町42白井ビル2F 0248-22-2833

だいらく歯科クリニック 大楽　貴彦 歯科 白河市新白河1-230 0248-23-8211

山本歯科医院 山本　光政 歯科 白河市昭和町148-5 0248-24-2888

よしなり歯科医院 吉成　裕一 歯科 白河市天神町25番地 0248-24-3020

医療法人　白河みなみ歯
科クリニック 鈴木　勝美

歯科、歯科口腔外科、小児歯
科、矯正歯科 白河市薄葉4-131 0248-24-3730

医療法人譽会　譽田歯科
医院

歯科 伊達市梁川町字小梁川25番地3 024-577-0236



九番町歯科クリニック 山本　和宏 一般歯科、小児歯科
白河市九番町26-1

0247-33-7770

海野歯科医院 海野　茂雄
歯科、小児歯科、矯正歯科、
口腔外科 西白河郡西郷村米字西原26 0248-25-7474

医療法人　内藤歯科医院 内藤　尊文
一般歯科、小児歯科、矯正歯
科

西白河郡西郷村大字熊倉字折口原
153-5 0248-25-0331

いわしなクリニック・歯
科

歯科一般、口腔外科 西白河郡西郷村大字米字西原3-5
0248-25-1212

むつみ歯科医院 栁沼　睦 歯科、歯科口腔外科 西白河郡矢吹町八幡町601-3 0248-41-1623

なみ歯科クリニック 本柳　波穂 歯科
西白河郡泉崎村大字関和久字上野
舘210-3

0248-21-8143

医療法人社団登龍会
棚倉中央歯科医院 服部　敏

一般歯科、小児歯科、矯正歯
科、口腔外科、顎関節

東白川郡棚倉町大字棚倉字宮下
199-3

0247-33-7770

会津・南会津圏域

医療機関名称 連携登録医名 標榜診療科 所在地 電話

医療法人渡部会　一箕歯
科医院

渡部　好造
歯科、歯科口腔外科、矯正歯
科

会津若松市一箕町鶴賀字下居合
56-1

0242-22-1184

高島慎二歯科医院 高島　慎二 歯科一般 会津若松市表町1-38 0242-27-7557

あきら歯科医院 佐藤　明 歯科 喜多方市字大坪7611-6 0241-24-5097

プラザ歯科医院 北見　知広 歯科 喜多方市字通船場131 0241-24-4066

大竹歯科医院 歯科 耶麻郡猪苗代町新町4858 0242-62-3708

むろい歯科医院 室井　剛史
一般歯科、小児歯科、矯正歯
科

南会津郡南会津町田島字本町甲
3841-6

0241-62-8020

相双圏域

医療機関名称 連携登録医名 標榜診療科 所在地 電話

かとう歯科医院 加藤　悟郎 歯科 南相馬市原町区西町一丁目3-1 0244-24-3838

羽生歯科医院 羽生　和弘 歯科 南相馬市原町区栄町2丁目83 0244-23-3214

いわき圏域

医療機関名称 連携登録医名 標榜診療科 所在地 電話

吉田歯科医院 吉田　秀一 歯科 いわき市泉町二丁目13番地の4号 0246-56-6794

伏見屋歯科医院 志賀　秀輝 歯科 いわき市内郷御厩町1-85 0246-26-5599

医療法人　やまぐち矯正
歯科クリニック 山口　優 矯正歯科 いわき市内郷綴町高野作62 0246-26-3328

金古歯科医院 金古　政信 歯科 いわき市平字田町63-4 0246-23-6684

小滝歯科医院 渡辺　隆史
一般歯科、小児歯科、矯正歯
科 いわき市小名浜大原小滝町6-2 0246-52-0006

増山歯科医院 増山　茂樹 歯科、小児歯科、矯正歯科 いわき市泉町三丁目19番地7 0246-56-6201

森合歯科医院 森合　達也 歯科 いわき市植田町本町1-11-8 0246-62-3471

小野塚歯科医院 歯科 いわき市植田町本町9 0246-63-1551

(注）一部　連携登録医の希望により、氏名を掲載していない場合がありますので、ご了承願います。


