
【会員】歯援診 診療所（令和4年10月1日）

医療機関名称 受理番号 会員名 TEL 地区名称

02,3079,3　滝歯科医院
　　　　　　　316-0013 日立市千石町3-10-13

（歯援診2）第157号
令和2年4月1日

滝　伸之 0294-35-7566 日立

02,3088,4　黒澤歯科医院
　　　　　　　317-0072 日立市弁天町1-8-9 グレースビル201

（歯援診2）第11号
令和2年4月1日

黒澤　俊夫 0294-22-9516 日立

02,3093,4　田所歯科医院
　　　　　　　319-1222 日立市久慈町3-40-8

（歯援診1）第19号
平成30年10月1日

田所　重映 0294-53-7466 日立

02,3180,9　たかいそ海岸歯科
　　　　　　　319-1414 日立市日高町4-18-15

（歯援診2）第98号
令和2年3月1日

齋藤　高 0294-33-5648 日立

02,3104,9　嶋﨑歯科クリニック
　　　　　　　316-0025 日立市森山町1-2-58

（歯援診2）第197号
令和2年4月1日

嶋﨑　諭 0294-35-4466 日立

02,3175,9　間宮歯科医院
　　　　　　　317-0071 日立市鹿島町1-6-15

（歯援診2）第154号
令和2年4月1日

間宮　髙弘 0294-23-0888 日立

02,3178,3　こばやし歯科クリニック
　　　　　　　319-1234 日立市大和田町684-1

（歯援診2）第117号
令和2年4月1日

小林　良誌 0294-52-6480 日立

02,3183,3　島田歯科医院大みか診療所
　　　　　　　319-1221 日立市大みか町3-22-1

（歯援診1）第22号
平成30年10月1日

島田　洋次 0294-53-0841 日立

02,3198,1　鯨岡歯科医院
　　　　　　　316-0001 日立市諏訪町1-2-26

（歯援診2）第170号
令和2年4月1日

鯨岡　創一郎 0294-35-3226 日立

02,3199,9　わたなべ歯科クリニック
　　　　　　　319-1411 日立市川尻町6-52-10

（歯援診2）第184号
平成30年11月1日

渡邉　恭伸 0294-25-3955 日立

02,3205,4　ソヤ歯科
　　　　　　　317-0072 日立市弁天町2-10-12

（歯援診2）第200号
令和2年7月1日

征矢　亘 0294-24-0648 日立

14,3035,0　若松歯科医院
　　　　　　　318-0032 高萩市大和町1-27

（歯援診2）第183号
平成30年11月1日

若松　健一 0293-22-2417 日立

15,3028,2　大平歯科クリニック
　　　　　　　319-1543 北茨城市磯原町豊田一本杉905-1

（歯援診2）第196号
令和2年4月1日

大平　章裕 0293-42-8241 日立

　
明治33年1月0日

0 0 0

12,3027,1　永井歯科クリニック
　　　　　　　313-0064 常陸太田市寿町501-1

（歯援診2）第111号
平成30年9月1日

永井　真友美 0294-73-1180 珂北

12,3044,6　菊池歯科クリニック
　　　　　　　313-0004 常陸太田市馬場町85-1

（歯援診1）第13号
平成30年9月1日

菊池　健志 0294-72-1888 珂北

12,3050,3　塩原歯科医院
　　　　　　　313-0016 常陸太田市金井町3551-1

（歯援診1）第54号
令和4年10月1日

塩原　徳勇 0294-72-0975 珂北

21,3067,8　阿部歯科診療所
　　　　　　　312-0035 ひたちなか市枝川356-8

（歯援診2）第121号
令和元年7月1日

阿部　健 029-228-6222 珂北

21,3068,6　医療法人社団大成会　勝田大成歯科医院
　　　　　　　312-0055 ひたちなか市大成町42-3

（歯援診1）第26号
平成30年10月1日

遠藤　一宇 029-273-2212 珂北

21,3097,5　柴岡デンタルクリニック
　　　　　　　312-0062 ひたちなか市高場1-9-10

（歯援診2）第159号
令和2年3月1日

柴岡　永子 029-354-3038 珂北

21,3129,6　斉藤歯科ひたち海浜クリニック
　　　　　　　311-1243 ひたちなか市北神敷台18-7

（歯援診2）第195号
令和元年10月1日

斉藤　洋一 029-263-6060 珂北

25,3022,4　常陸大宮市国民健康保険美和診療所
　　　　　　　319-2601 常陸大宮市高部5281-1

（歯援診1）第20号
平成30年10月1日

高橋　健 0295-58-2859 珂北

26,3026,3　かわすみ歯科医院
　　　　　　　319-2103 那珂市中里594-1

（歯援診1）第47号
令和4年4月1日

川澄　一夫 029-296-3777 珂北

26,3033,9　小林デンタルクリニック
　　　　　　　311-0111 那珂市後台3109

（歯援診2）第168号
令和2年4月1日

小林　克紀 029-298-5665 珂北

26,3035,4　塩野歯科医院
　　　　　　　311-0111 那珂市後台680-1

（歯援診2）第181号
平成30年10月1日

塩野　康裕 029-298-5614 珂北

33,3062,4　月村歯科医院
　　　　　　　319-1106 那珂郡東海村白方1324-3

（歯援診2）第42号
令和2年4月1日

月村　隆司 029-287-0230 珂北

34,3014,3　中井歯科クリニック
　　　　　　　319-3551 久慈郡大子町池田1554-3

（歯援診2）第116号
令和2年4月1日

中井　弘道 0295-72-1800 珂北

34,3026,7　神賀歯科医院
　　　　　　　319-3361 久慈郡大子町頃藤5115

（歯援診2）第145号
令和2年4月1日

神賀　利典 0295-74-0012 珂北

　
明治33年1月0日

0 0 0

01,3040,7　こばやし歯科
　　　　　　　310-0021 水戸市南町3-4-48

（歯援診2）第130号
令和2年4月1日

小林　岳敏 029-231-0505 水戸

01,3155,3　小鹿歯科医院
　　　　　　　310-0063 水戸市五軒町3-3-47

（歯援診2）第152号
平成30年4月1日

小鹿　典雄 029-221-4611 水戸

01,3229,6　ウスイ歯科クリニック
　　　　　　　310-0836 水戸市元吉田町1816-5

（歯援診1）第5号
令和2年4月1日

薄井　稔 029-248-7164 水戸

01,3230,4　かぶとう歯科医院
　　　　　　　310-0851 水戸市千波町2874-22

（歯援診1）第40号
令和2年3月1日

加部東　正善 029-244-6480 水戸

01,3258,5　櫻川歯科医院
　　　　　　　310-0044 水戸市西原1-6-3

（歯援診1）第11号
平成30年9月1日

櫻川　次郎 029-231-8188 水戸

01,3337,7　医療法人　ひかり歯科
　　　　　　　311-4153 水戸市河和田町東原185-5

（歯援診2）第113号
令和2年3月1日

白水　寿美子 029-255-6480 水戸

01,3339,3　ファーストデンタルクリニック
　　　　　　　310-0015 水戸市宮町1-1-1 エクセル6Ｆ

（歯援診1）第30号
平成30年11月1日

廣田　雅彦 029-222-3688 水戸

01,3387,2　医療法人社団　慶仁会　うつぎざき歯科医院
　　　　　　　311-4143 水戸市大塚町1863-29

（歯援診1）第10号
平成30年8月1日

槍崎　慶二 029-255-1793 水戸

01,3389,8　あいま歯科医院
　　　　　　　310-0015 水戸市宮町2-3-5

（歯援診2）第78号
令和3年4月1日

岩間　光典 029-291-6486 水戸



【会員】歯援診 診療所（令和4年10月1日）

医療機関名称 受理番号 会員名 TEL 地区名称

01,3405,2　柴原歯科医院
　　　　　　　311-4141 水戸市赤塚1-219-2

（歯援診2）第167号
令和2年4月1日

柴原　宏一郎 029-254-2771 水戸

01,3406,0　ユービ歯科
　　　　　　　310-0841 水戸市酒門町2980-25

（歯援診1）第43号
令和2年9月1日

鈴木　慶洋 029-247-8241 水戸

01,3410,2　神田歯科医院
　　　　　　　310-0836 水戸市元吉田町西組94-5

（歯援診1）第9号
令和2年4月1日

神田　稔 029-248-7560 水戸

01,3420,1　常陽歯科医院
　　　　　　　310-0903 水戸市堀町1026-3

（歯援診2）第198号
令和2年5月1日

野田　佳克 029-255-5582 水戸

　
明治33年1月0日

0 0 0

16,3024,9　かさま歯科
　　　　　　　309-1611 笠間市笠間1542-5

（歯援診2）第205号
令和4年4月1日

今湊　良証 0296-72-7737 東西茨城

16,3069,4　つなかわ歯科医院
　　　　　　　309-1611 笠間市笠間1958

（歯援診2）第194号
令和2年4月1日

綱川　健一 0296-72-7127 東西茨城

31,3099,0　大洗中島歯科医院
　　　　　　　311-1313 東茨城郡大洗町成田町4243-9

（歯援診1）第23号
平成30年10月1日

中島　京樹 029-266-3911 東西茨城

71,3004,6　富士見台歯科
　　　　　　　309-1212 桜川市富士見台2-72-1

（歯援診2）第10号
平成30年8月1日

村木　英司 0296-75-0418 東西茨城

　
明治33年1月0日

0 0 0

22,3018,9　やたがわ歯科医院
　　　　　　　311-2224 鹿嶋市奈良毛253

（歯援診2）第54号
平成31年1月1日

谷田川　友民 0299-69-5550 鹿行

22,3032,0　医療法人　藤仁会　歯科重藤
　　　　　　　314-0031 鹿嶋市宮中5278-2

（歯援診1）第21号
平成30年10月1日

重藤　一良 0299-82-9111 鹿行

23,3020,3　鈴木歯科医院
　　　　　　　311-2436 潮来市牛堀133-4

（歯援診2）第90号
令和2年4月1日

鈴木　健也 0299-64-5909 鹿行

29,3051,5　和歯科医院
　　　　　　　314-0254 神栖市太田294-10

（歯援診1）第17号
平成30年9月1日

安藤　和成 0479-46-0418 鹿行

29,3034,1　山本歯科クリニック
　　　　　　　314-0341 神栖市矢田部5547-1

（歯援診2）第192号
令和元年10月1日

山本　英雅 0479-48-6711 鹿行

30,3008,3　高野歯科医院
　　　　　　　311-3512 行方市玉造甲6866-2

（歯援診2）第69号
令和2年4月1日

高野　秀勝 0299-55-2911 鹿行

30,3016,6　医療法人社団　盛和会　山口歯科医院
　　　　　　　311-3821 行方市蔵川433

（歯援診2）第115号
平成31年1月1日

山口　將日 0299-73-2241 鹿行

72,3016,8　高柳歯科医院
　　　　　　　311-1517 鉾田市鉾田1522

（歯援診2）第132号
令和2年4月1日

高柳　辰美 0291-32-2722 鹿行

72,3018,4　いわま歯科医院
　　　　　　　311-1517 鉾田市鉾田619-14

（歯援診2）第36号
令和2年3月1日

岩間　英明 0291-34-1818 鹿行

　
明治33年1月0日

0 0 0

03,3065,0　塚原デンタルクリニック
　　　　　　　300-0837 土浦市右籾2626-7

（歯援診2）第7号
平成30年8月1日

塚原　孝 029-842-3817 土浦石岡

03,3077,5　市村歯科医院
　　　　　　　300-0031 土浦市東崎町7-6

（歯援診1）第4号
令和2年4月1日

市村　洋二 029-822-8550 土浦石岡

03,3093,2　とうざき歯科クリニック
　　　　　　　300-0031 土浦市東崎町11-30

（歯援診2）第13号
令和2年4月1日

長谷川　周 029-822-7700 土浦石岡

03,3097,3　飯坂歯科医院
　　　　　　　300-0042 土浦市城北町16-21

（歯援診2）第182号
平成30年11月1日

飯坂　章 029-823-5383 土浦石岡

03,3145,0　ウララ歯科クリニック
　　　　　　　300-0036 土浦市大和町9-2 ウララ2-204

（歯援診1）第29号
平成30年11月1日

石井　敏裕 029-825-4488 土浦石岡

03,3160,9　伊藤歯科医院
　　　　　　　300-0844 土浦市乙戸921-1

（歯援診1）第45号
令和4年4月1日

伊藤　寿 029-834-2440 土浦石岡

03,3189,8　のぎ歯科
　　　　　　　300-0843 土浦市中村南1-1-16

（歯援診1）第39号
令和4年8月1日

野木　隆久 029-843-8846 土浦石岡

03,3199,7　医療法人　たかぎ歯科
　　　　　　　300-0814 土浦市国分町4-15

（歯援診2）第31号
令和2年4月1日

髙木　伸子 029-822-3111 土浦石岡

03,3225,0　幸デンタルクリニック
　　　　　　　300-4104 土浦市沢辺1925-3

（歯援診2）第180号
平成30年10月1日

髙木　幸江 029-862-2360 土浦石岡

05,3043,2　旭台歯科診療所
　　　　　　　315-0038 石岡市旭台3-20-3

（歯援診1）第6号
平成30年5月1日

佐古田　智 0299-26-7888 土浦石岡

05,3057,2　医療法人　徳慧会　吉田歯科医院
　　　　　　　315-0027 石岡市杉並1-5-61

（歯援診2）第22号
平成30年11月1日

吉田　敏男 0299-22-2209 土浦石岡

05,3089,5　国府歯科
　　　　　　　315-0013 石岡市府中1-3-9-1F

（歯援診1）第8号
平成30年7月1日

大畑　啓子 0299-57-3410 土浦石岡

28,3020,2　宇野歯科医院
　　　　　　　315-0052 かすみがうら市下稲吉1665-1

（歯援診2）第39号
平成30年10月1日

宇野　哲朗 0299-59-7710 土浦石岡

　
明治33年1月0日

0 0 0

20,3020,9　東光台歯科医院
　　　　　　　300-2635 つくば市東光台2-1-11

（歯援診1）第42号
令和2年7月1日

野堀　幸夫 029-847-8148 つくば

20,3091,0　池野歯科医院
　　　　　　　305-0074 つくば市高野台2-16-8

（歯援診1）第33号
平成30年12月1日

池野　貴仁 029-838-2711 つくば

20,3111,6　おおさわ歯科医院
　　　　　　　300-2613 つくば市西高野876-1

（歯援診2）第204号
令和3年2月1日

大澤　寿太郎 029-877-2166 つくば

20,3172,8　つるみ歯科医院
　　　　　　　300-2662 つくば市下河原崎194-1

（歯援診1）第38号
令和元年9月1日

鶴見　尚史 029-847-5505 つくば



【会員】歯援診 診療所（令和4年10月1日）

医療機関名称 受理番号 会員名 TEL 地区名称

20,3173,6　つるみ矯正歯科
　　　　　　　305-0051 つくば市二の宮1-14-41

（歯援診1）第41号
令和2年4月1日

鶴見　淳子 029-858-5505 つくば

20,3180,1　飯村医院
　　　　　　　300-4231 つくば市北条4326-2

（歯援診1）第28号
平成30年11月1日

飯村　尚仁 029-867-6655 つくば

20,3203,1　髙田歯科医院
　　　　　　　300-2656 つくば市真瀬603-1

（歯援診1）第34号
平成31年2月1日

髙田　将生 029-875-6489 つくば

20,3228,8　アウルデンタルクリニック
　　　　　　　305-0032 つくば市竹園2-7-8 グランシャリオ竹園1Ｆ

（歯援診2）第176号
平成30年8月1日

大木　理恵子 029-855-1182 つくば

20,3234,6　大久保歯科医院
　　　　　　　300-3253 つくば市大曽根3721-5

（歯援診2）第148号
令和2年4月1日

大久保　恭宏 029-864-0051 つくば

　
明治33年1月0日

0 0 0

08,3075,8　小野瀬歯科医院
　　　　　　　301-0012 龍ケ崎市上町4248

（歯援診1）第44号
令和3年1月1日

小野瀬　弘記 0297-62-0130 県南

08,3080,8　大澤歯科医院
　　　　　　　301-0002 龍ケ崎市中根台4-1-24

（歯援診2）第23号
令和2年4月1日

大澤　薫 0297-65-1313 県南

17,3025,4　グリーン歯科
　　　　　　　302-0031 取手市新取手2-2-4 第2宝永ビル

（歯援診2）第199号
令和2年5月1日

川口　浩 0297-74-1182 県南

17,3058,5　堤歯科医院
　　　　　　　302-0011 取手市井野1-7-10

（歯援診2）第26号
令和2年4月1日

堤　浩一郎 0297-73-6480 県南

19,3009,4　森谷歯科医院
　　　　　　　300-1222 牛久市南4-45-15

（歯援診2）第19号
令和2年4月1日

森谷　達樹 029-874-2202 県南

19,3013,6　深澤歯科
　　　　　　　300-1217 牛久市さくら台1-16-5

（歯援診2）第12号
令和2年3月1日

深澤　弘明 029-874-1655 県南

19,3052,4　兼久歯科医院
　　　　　　　300-1233 牛久市栄町5-9-1

（歯援診1）第1号
令和2年4月1日

兼久　大輔 029-873-5858 県南

19,3057,3　アリス歯科医院
　　　　　　　300-1221 牛久市牛久町3318-31

（歯援診1）第18号
平成30年10月1日

高橋　明 029-873-7721 県南

24,3008,6　笠川歯科医院
　　　　　　　302-0101 守谷市板戸井2236

（歯援診2）第83号
平成31年2月1日

笠川　久明 0297-45-0880 県南

24,3013,6　ひがし歯科医院
　　　　　　　302-0119 守谷市御所ケ丘4-11-12

（歯援診2）第45号
令和2年4月1日

東　正史 0297-45-0808 県南

27,3004,8　蛯原歯科医院
　　　　　　　300-0511 稲敷市高田2819-1

（歯援診1）第24号
平成30年10月1日

蛯原　誠治 029-892-2558 県南

27,3016,2　医療法人社団　裕和会　小貫歯科医院
　　　　　　　300-0745 稲敷市橋向1771

（歯援診2）第149号
令和2年4月1日

小貫　満義 0299-79-2122 県南

　
明治33年1月0日

0 0 0

06,3039,8　中山歯科診療所
　　　　　　　308-0825 筑西市下中山407-6

（歯援診2）第20号
令和2年3月1日

中山　清之 0296-25-0036 県西

06,3129,7　小林歯科医院
　　　　　　　308-0104 筑西市木戸241

（歯援診2）第206号
令和4年8月1日

小林　秀樹 0296-37-6551 県西

07,3021,4　曽雌歯科医院
　　　　　　　307-0001 結城市結城5832-4

（歯援診2）第185号
平成31年2月1日

曽雌　隆 0296-33-0418 県西

07,3026,3　三木歯科医院
　　　　　　　307-0015 結城市鹿窪1305-99

（歯援診2）第1号
令和2年4月1日

三木　次郎 0296-32-8118 県西

07,3040,4　にこにこ歯科
　　　　　　　307-0001 結城市結城繁昌塚9143-2

（歯援診1）第25号
平成30年10月1日

森　寛 0296-20-8633 県西

10,3019,2　石浜歯科医院
　　　　　　　304-0031 下妻市高道祖4612-1

（歯援診2）第175号
令和2年3月1日

石浜　寛隆 0296-43-1806 県西

71,3019,4　ふるはし歯科医院
　　　　　　　300-4401 桜川市真壁町上小幡19-1

（歯援診1）第51号
令和4年8月1日

古橋　仁 0296-54-1184 県西

　
明治33年1月0日

0 0 0

04,3022,9　小野寺歯科医院
　　　　　　　306-0011 古河市東1-6-26

（歯援診2）第27号
令和2年4月1日

小野寺　宣夫 0280-32-1263 西南

04,3029,4　伊地知歯科医院
　　　　　　　306-0053 古河市中田1286-9

（歯援診2）第122号
令和2年4月1日

伊地知　明 0280-48-0201 西南

04,3083,1　医療法人　吉田歯科医院
　　　　　　　306-0222 古河市釈迦390-1

（歯援診1）第52号
令和4年9月1日

吉田　不二男 0280-92-1345 西南

04,3046,8　医療法人社団彩虹会　酒井歯科医院
　　　　　　　306-0053 古河市中田711

（歯援診1）第37号
令和元年7月1日

酒井　貫充 0280-48-3455 西南

04,3072,4　長浜久能歯科医院
　　　　　　　306-0212 古河市久能506-2

（歯援診2）第191号
令和元年8月1日

長浜　満男 0280-92-0623 西南

04,3110,2　医療法人亮美会　緒方歯科医院
　　　　　　　306-0021 古河市松並1-22-10

（歯援診2）第3号
令和2年4月1日

緒方　順治 0280-32-8550 西南

04,3117,7　佐藤デンタルクリニック
　　　　　　　306-0023 古河市本町2-5-40

（歯援診2）第73号
令和2年4月1日

佐藤　昌代 0280-32-0730 西南

04,3129,2　長浜歯科医院
　　　　　　　306-0234 古河市上辺見2063-10

（歯援診2）第190号
令和元年8月1日

長浜　光徳 0280-31-3570 西南

18,3053,4　いわいグリーン歯科
　　　　　　　306-0632 坂東市辺田635-1

（歯援診2）第79号
令和2年3月1日

坂本　健二郎 0297-47-5151 西南

43,3110,0　なかい歯科クリニック
　　　　　　　306-0434 猿島郡境町上小橋564-5

（歯援診2）第124号
令和2年4月1日

中井　巳智代 0280-87-8825 西南

　
明治33年1月0日

0 #REF! 0


