
【仙南圏域】
（白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町）

氏　名 歯科診療所名 住　　所 T　E　L
清原　敏明 清原歯科医院 白石市字銚子ヶ森10-39 0224-25-1030
谷津　善昭 谷津歯科医院 白石市字延命寺北16-2 0224-26-3254
亘理　　滋 亘理歯科医院 白石市字亘理町45 0224-26-2563
菅野　真人 太田歯科医院 角田市梶賀字西128-2 0224-62-2453

笹島　ちさと チェルトの森歯科診療所 蔵王町大字円田字中田74-1 0224-22-7122

奥田　まゆみ みやぎ訪問歯科・救急ステーション
大河原町字西38-1
 みやぎ県南中核病院診療棟1階

0224-53-9188

山﨑　猛男 さくら歯科 大河原町字東新町6-9 0224-52-3900
井上　大一 いのうえ歯科医院 大河原町字新東32-7 0224-53-8020
中川　浩伸 川口歯科医院 柴田町西船迫1-8-64  0224-55-5493
川口　啓一 川口歯科医院 柴田町西船迫1-8-64 0224-55-5493
飯淵　信也 飯淵歯科医院 柴田町槻木下町1-1-60 0224-56-1026
乾　 洋 乾歯科医院 柴田町槻木下町3-1-20 0224-56-2766

小田部　岳雄 おたべ歯科クリニック 柴田町槻木白幡2-3-32 0224-56-1857
山家　　仁 山家歯科クリニック　 川崎町大字前川字中町76-2 0224-84-2266
鈴木　正規 国保川崎病院 川崎町大字前川字北原23-1 0224-84-2119
西村　英紀 西村歯科医院 川崎町大字前川字町尻12 0224-84-4851
目黒　一美 目黒歯科クリニック 丸森町大内字山屋敷98-1 0224-79-2818

【仙台圏域】
（塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・富谷市・亘理町・山元町・松島町・七ヶ浜町
　利府町・大和町・大郷町・大衡村）

氏　名 歯科診療所名 住　　所 T　E　L
佐々木　元樹 ササキ歯科クリニック 塩竈市錦町7-6 022-365-7721
仲島　一郎 いちろう歯科クリニック 名取市飯野坂7-3-9シャルムK1F 022-382-8601
島田　　実 島田歯科医院 名取市植松4-18-13 クレシードMK-1F 022-383-0763
伊藤　雅之 めでしま歯科医院 名取市愛の杜1-3-11 022-384-1840
相澤　俊彦 歯科･アイザワデンタル 多賀城市下馬5-5-30 022-361-8180
髙橋　　功 こう歯科クリニック 多賀城市下馬2-8-5 022-362-5213
南舘　公雄 南舘歯科医院 岩沼市桑原1-6-8 0223-24-4880
山形　光孝 山形歯科クリニック 亘理町字上茨田15-1 0223-34-2133
岡山　啓昌 医療法人ファミリア歯科 松島町高城字町147-6 022-355-6860
篠原　誠 すがや台歯科医院 利府町菅谷台3-7-1 022-767-6480

【大崎・栗原圏域】
（栗原市・大崎市・色麻町・加美町・涌谷町・美里町）

氏　名 歯科診療所名 住　　所 T　E　L
小田島　正博 (医)社団飛翔会小田島歯科医院 栗原市志波姫新原290 0228-23-8148
笠間　隆三 （医）有朋会かさま歯科医院 栗原市若柳字川南南大通8-17 0228-32-6331
川井　一行 川井歯科医院 栗原市瀬峰長者原40-3 0228-38-4110
川井　佑介 川井歯科医院 栗原市瀬峰長者原40-3 0228-38-4110
加藤　正人 まさと歯科医院 栗原市瀬峰下田198-1 0228-38-2266
吉田　　実 しらいし歯科クリニック 栗原市若柳字川南堤通11-5 0228-35-1182
鹿野　泰志 鹿野歯科医院 栗原市一迫真坂字荒町6 0228-52-3332

中嶋　あつ子 中嶋歯科医院 栗原市若柳字川北新町55 0228-32-3758
青田　　弘 青田歯科医院 大崎市古川北町3-3-21 0229-24-3636
河内　満彦 (公財)宮城厚生協会古川民主病院 大崎市古川駅東2-11-14 0229-23-0105
藤村　祥子 (公財)宮城厚生協会古川民主病院 大崎市古川駅東2-11-14 0229-23-0105
髙橋　健太 たかはし歯科診療所 大崎市古川荒谷新小道26-1 0229-28-3711

髙橋　かおり たかはし歯科診療所 大崎市古川荒谷新小道26-1 0229-28-3711
加藤　清 加藤歯科クリニック 大崎市田尻沼部字新堀136-1 0229-39-0008

鹿郷　峰敏 鹿郷歯科医院 大崎市古川台町9-5 0229-23-3616
菊地　博生 （医）豊田会　仁歯科クリニック 大崎市古川駅前大通2-3-2 0229-24-3384
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氏　名 歯科診療所名 住　　所 T　E　L
栗生　守好 栗生歯科クリニック 大崎市古川南新町7-60 0229-24-7227
杉原　誠一 すぎはら歯科医院 大崎市古川北町5-3-12 0229-23-3055

津野田　潤一 つのだ歯科クリニック 大崎市三本木字北町78-1 0229-52-5510
前原　雄二 前原歯科クリニック 大崎市岩出山字二ノ講12-11 0229-72-4180
三澤　知裕 三沢歯科医院 大崎市古川諏訪3-1-30 0229-24-3255
森　拓也 森歯科医院 大崎市古川駅東2-8-70 0229-22-8049
宮崎　泰 （医）泰永会　宮崎歯科 大崎市古川旭4-3-10 0229-23-4744

川村　　洋 みちのく歯科診療所 加美町宮崎字屋敷5-21-3 0229-69-5630
塚辺　勲 つがさ歯科医院 加美町字一本杉332-3 0229-63-7553

印南　洋伸 しろやま歯科医院 涌谷町涌谷字下町19-2 0229-43-2363
戸田　愼治 戸田歯科医院 涌谷町柳町31-4 0229-42-3388
横内　裕之 よこうち歯科クリニック 涌谷町字渋江248 0229-43-6480
久保　圭 （医）社団勝和会　みさと歯科 美里町字素山町138 0229-33-3666

野田　清一 野田歯科医院 美里町大柳字明神1-8 0229-58-1881

【石巻・登米・気仙沼圏域】
（石巻市・気仙沼市・登米市・東松島市・女川町・南三陸町）

氏　名 歯科診療所名 住　　所 T　E　L
泉谷　信博 泉谷歯科医院 石巻市南中里2-5-33 0225-95-7715
鈴木　　裕 青葉歯科医院 石巻市門脇字青葉西33-1 0225-96-6602
桑島　修悦 桑島歯科クリニック 石巻市向陽町2-3-3 0225-23-2688
山本　寿則 ことぶき歯科 石巻市わかば3-12-10 0225-98-7750

河瀬　聡一朗 石巻市雄勝歯科診療所 石巻市雄勝町小島字和田123 0225-58-3811
阿部　清一郎 阿部歯科医院 石巻市末広町2-48 0225-96-6546
猪苗代　盛昭 猪苗代歯科医院 気仙沼市松川前23-1-A 0226-22-7184

加藤　誠 田中前加藤歯科医院 気仙沼市田中前1-4-7 0226-22-1167
笠間　八十公 かさま第2歯科医院 登米市石越町南郷字矢作141-2 0228-34-3887
前川　理人 中江歯科クリニック 登米市迫町佐沼字中江4-6-2  0220-22-7767
千葉　高大 登米市立豊里病院 登米市豊里町土手下74-1 0226-76-2023
大坂　博伸 おおさか歯科医院 登米市中田町宝江黒沼字浦70-1 0220-34-6668
佐藤　　敬 かがの歯科医院 登米市中田町石森字加賀野1-5-8 0220-35-2552
佐藤　孝史 スマイル歯科 登米市南方町畑岡下6-2 0220-23-7756
髙橋　俊治 髙橋歯科クリニック 登米市迫町佐沼字中江4-8-3 0220-22-7411
髙橋　俊胤 髙橋歯科クリニック 登米市迫町佐沼字中江4-8-3 0220-22-7411
高橋　利光 高橋歯科医院 登米市登米町寺池目子待井25-1 0220-52-3210
千葉　明宏 ちば歯科クリニック 登米市迫町佐沼字中江1-5-11 0220-22-6007
千葉　大輔 フジ歯科クリニック 登米市迫町佐沼字光ヶ丘53-1 0220-22-7751
佐藤　晶子 登米市健康推進課 登米市南方町新高石浦130 0220-58-2116
千葉　晃 津山歯科診療所 登米市津山町柳津字形沼150-55 0225-68-3244

五十嵐　公英 東松島市鳴瀬歯科診療所 東松島市牛網字駅前1-2-1 0225-87-2249
粟谷　一也 イオンタウン矢本歯科診療室ミューズ 東松島市小松字上浮足43 0225-82-6211
阿部　公喜 志津川歯科クリニック 南三陸町志津川字南町203-7 0226-46-5678

【仙台市】

（青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区）

氏　名 歯科診療所名 住　　所 T　E　L

安達　　聡 あだち歯科医院
仙台市青葉区五橋1-1-45
五橋ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ仙台中央ｱｰﾊﾞﾝｺｰﾄ110号

022-712-8268

枝松　淳二 枝松歯科クリニック 仙台市青葉区北目町3-5 
一楽ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ2F  022-267-0817
岡部　太一 岡部歯科医院 仙台市青葉区中央3-4-20 022-262-5655
小菅　　玲 きまち歯科クリニック 仙台市青葉区木町9-22 小菅木町ﾋﾞﾙ1F 022-219-8858
小菅　有子 きまち歯科クリニック 仙台市青葉区木町9-22 
小菅木町ﾋﾞﾙ1F 022-219-8858

齋　　基之 国見ヶ丘歯科医院 仙台市青葉区国見ヶ丘5-5-27 022-279-9001

佐々木　祐子 錦ヶ丘歯科クリニック 仙台市青葉区錦ヶ丘1-3-1 022-392-0654

佐藤　敏明 サトウ歯科
仙台市青葉区上杉1-6-11
日本生命仙台勾当台ﾋﾞﾙ1F

022-261-5665

高橋　　徹 クリスロード高橋歯科 仙台市青葉区中央2-5-10 022-268-2570
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氏　名 歯科診療所名 住　　所 T　E　L
高橋　　章 高橋歯科小児クリニック 仙台市青葉区中央3-1-13 022-267-6060
田中　善実 子平町歯科医院 仙台市青葉区八幡2-16-15 022-234-4041
千葉　文彦 千葉歯科クリニック 仙台市青葉区桜ヶ丘3-8-7 022-279-4983
千葉　良人 ちば歯科医院 仙台市青葉区北根3-12-26-201 022-272-9169
根本　充康 ねもと歯科クリニック 仙台市青葉区中山台1-11-4 022-303-4311
福地　英子 菱沼歯科 仙台市青葉区木町通1-2-30  022-261-6215

藤吉　健一郎 錦町公園歯科医院 仙台市青葉区本町2-12-1 結城ﾋﾞﾙ2F 022-223-3001

細谷　仁憲 はちまん歯科医院
仙台市青葉区広瀬町4-8-215
ﾗｲｵﾝｽﾞﾀﾜｰ仙台広瀬2F

022-723-1430 

三浦　啓伸 三浦歯科医院 仙台市青葉区広瀬町5-7 022-222-7868
宮内　昭穂 宮内歯科医院 仙台市青葉区落合1-17-45 022-392-5515
若生　洋子 電力ビル歯科クリニック 仙台市青葉区一番町3-7-1-2F 022-225-8353

大場　麻美 仙台デンタルクリニック
仙台市青葉区二日町7-28
ｴｰﾌﾞﾙｽﾍﾟｰｽﾋﾞﾙ3F

022-797-4471

服部　佳功 東北大学病院高齢者歯科治療部 仙台市青葉区星陵町1-1 022-717-7000
斎藤　　修 仙台第一歯科医院 仙台市宮城野区萩野町2-5-4-102 022-238-6070
櫻井　　聡 さくらい歯科医院 仙台市宮城野区鶴ヶ谷東4-7-2 022-252-5550

佐藤　亜樹子 五輪歯科医院
仙台市宮城野区五輪2-10-7
 ﾊｲﾌﾞﾘｯｼﾞﾏﾝｼｮﾝ1F

022-297-3166

鈴木　裕子 (医)社団飛翔会Avenue Dental Clinic 仙台市宮城野区榴岡1-2-10ｴﾝﾄﾞｳﾋﾞﾙ6F 022-291-7707
千葉　　宏 千葉歯科医院 仙台市宮城野区原町3-7-2 022-256-4798
星　　　哲 星歯科医院 仙台市宮城野区鉄砲町東4-15 022-299-2391
安田　隆行 安田歯科医院 仙台市宮城野区岩切分台3-3-8 022-797-5110

吉中　　晋 吉中歯科医院 仙台市宮城野区田子1-24-53 022-786-7866

篠原　文明 東北医科薬科大学病院 仙台市宮城野区福室1-12-1 022-259-1221
菅崎　将樹 東北医科薬科大学病院 仙台市宮城野区福室1-12-1 022-259-1221

入野田　昌史 入野田歯科医院 仙台市若林区舟丁62-11 022-227-5367
江刺　香苗 江刺歯科医院 仙台市若林区遠見塚3-5-22 022-286-6551
鈴木　有一 大岸歯科クリニック 仙台市若林区土樋244  022-266-6270
竹島　秀俊 たけしま歯科医院 仙台市若林区荒井7-2-12 022-290-6690
坪田　　真 坪田歯科医院 仙台市若林区石垣町14-2  022-222-4826
平田　政嗣 ひらた歯科クリニック 仙台市若林区河原町1-1-5 ﾘﾗｲｱﾝｽ河原町3F 022-395-8211
本間　一弘 ほんま歯科 仙台市若林区新寺4-4-10　
佐藤ﾋﾞﾙ1F 022-256-5110

荒　　光毅 歯科アリア太子堂駅前 仙台市太白区あすと長町3-10-20 022-248-8020

駒井　伸也 八木山歯科 仙台市太白区八木山本町1-35-1 022-299-4429
佐藤　　峻 佐藤歯科医院 仙台市太白区八木山東1-15-15 022-245-0057

鈴木　宏治 すずめ歯科
仙台市太白区八木山本町1-13-6
動物公園前医療ﾓｰﾙ3階東

022-305-3033

新沼　康弘 新沼歯科医院 仙台市太白区長町6-12-20 022-246-0465
沼田　憲男 沼田歯科医院 仙台市太白区八本松1-13-13 022-249-6681
宮田　英樹 宮田歯科クリニック 仙台市太白区袋原字台25-6 022-306-6788
山口　雄大 こころ歯科クリニック 仙台市太白区大野田4-1-7  022-397-8841
佐藤　　勝 西多賀歯科クリニック 仙台市太白区西多賀1-22-13 022-243-6871

阿部　洋一郎 長命ヶ丘グリーン歯科クリニック 仙台市泉区長命ヶ丘3-2-7 022-378-1580
菊地　　賢 きくち歯科クリニック 仙台市泉区南光台南3-4-3 022-251-6211

園部　眞知子 園部歯科医院 仙台市泉区長命ヶ丘4-15-19 022-378-6107
高橋　直樹 虹の丘デンタルクリニック 仙台市泉区虹の丘2-3-15 022-375-4680
竹内　理師 たけうち歯科 仙台市泉区上谷刈1-7-28 022-776-4618
米澤　　徹 仙台往診歯科クリニック 仙台市泉区明石南2-4-6 022-772-6686

宮澤　幸久 八乙女歯科
仙台市泉区八乙女中央1-6-15
八乙女ｽｸｴｱﾋﾞﾙ3F

022-375-4581

曽根　信哉 曽根歯科医院
仙台市泉区七北田字町96-2
ｴﾄﾜｰﾙSTﾋﾞﾙ103

022-772-3748

菊田　隆三 菊田歯科医院 仙台市泉区加茂4-4-1 022-378-6010

　宮城県保健福祉部長寿社会政策課　地域包括ケア推進班
　電話　022-211-2552　／　ＦＡＸ　022－211－2596
　メールアドレス　　choujuc3@pref.miyagi.lg.jp 

＜お問い合せ先＞


