
宮城県立こども病院
<地区名/主診療科/医療機関名称五十音順> 登録医療機関名簿（歯科） 平成３１年１月１１日現在

地区名 医療機関名称 主診療科 住所 電話番号

青葉区 アーバン歯科クリニック 歯科 仙台市青葉区上杉３－３－１７ 022-211-8848

青葉区 あやし小野歯科 歯科 仙台市青葉区愛子中央２－９－１９ 022-392-0648

青葉区 医）Ｓ．Ｄ．Ｇ．歯科ニュージャパン 歯科 仙台市青葉区一番町１－３－１ 022-227-8110

青葉区 いいづか歯科 歯科 仙台市青葉区八幡３－１－５０ 022-342-0314

青葉区 おおうち歯科クリニック 歯科 仙台市青葉区栗生７－１１－１ 022-302-8036

青葉区 おちあい歯科医院 歯科 仙台市青葉区落合１－１７－１７ 022-392-8078

青葉区 かんざき歯科医院 歯科 仙台市青葉区木町通１－１－１８ 022-263-1386

青葉区 北八番丁デンタル 歯科 仙台市青葉区柏木１丁目６－１８ 022-341-9888

青葉区 木下デンタルクリニック 歯科 仙台市青葉区上杉５－８－４７ 022-265-2290

青葉区 くにみ野さいとう歯科医院 歯科 仙台市青葉区国見４－２－１ 022-276-2525

青葉区 歯科ソレイユ 歯科 仙台市青葉区荒巻本沢２－１１－１１ 022-719-6620

青葉区 じゅん歯科クリニック 歯科 仙台市青葉区南吉成２－９－２ 022-277-4188

青葉区 すがや歯科医院 歯科 仙台市青葉区中央３－１－１９ 022-721-4155

青葉区 仙台青葉クリニック 歯科 仙台市青葉区支倉町１－３１ 022-223-8871

青葉区 仙台ときわ歯科 歯科 仙台市青葉区木町通１－３－１５ 022-223-1022

青葉区 飛田歯科医院 歯科 仙台市青葉区北山３－１－１５ 022-273-0103

青葉区 長池デンタルクリニック 歯科 仙台市青葉区中央３－４－２－２F 022-223-8808

青葉区 はちまん歯科医院 歯科 仙台市青葉区広瀬町４－８－２１５ 022-723-1430

青葉区 花岡歯科医院 歯科 仙台市青葉区熊ヶ根字町１－５－４－１ 022-393-2468

青葉区 ひらつか歯科医院 歯科 仙台市青葉区愛子東６－８－１０ 022-392-5551

青葉区 ひろせ歯科 歯科 仙台市青葉区愛子東１－８－７ 022-398-4655

青葉区 萌芽の森クリニック・歯科 歯科 仙台市青葉区八幡３－１３－５ 022-268-5441

青葉区 ヤブキデンタルオフィス 歯科 仙台市青葉区栗生６－１１－５ 022-796-6795

青葉区 ヨシノデンタルクリニック 歯科 仙台市青葉区東照宮２－２－７ 022-352-8008

青葉区 よねかわ歯科医院 歯科 仙台市青葉区愛子東２－３－１４ 022-392-5688

青葉区 旭ヶ丘ジュン歯科 歯科 仙台市青葉区旭ケ丘３－２－３ 022-301-1707

青葉区 医療法人　いき歯科クリニック 歯科 仙台市青葉区一番町１－１１－２９ 022-213-6480

青葉区 医療法人社団愛優会　まさみ歯科 歯科 仙台市青葉区南吉成３－１－２３ 022-277-3688

青葉区 医療法人征輪会　バセロン　デンタル　オフィス 歯科 仙台市青葉区国分町３－１－１１ 022-264-1068

青葉区 岡部歯科医院 歯科 仙台市青葉区中央３－４－２０ 022-262-5655

青葉区 宮内歯科医院 歯科 仙台市青葉区落合１－１７－４５ 022-392-5515

青葉区 郷家歯科医院 歯科 仙台市青葉区愛子中央６－３－３０－１０２ 022-391-7822

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

青葉区 高の原歯科医院 歯科 仙台市青葉区高野原４－１０－３ 022‐394‐6887

青葉区 佐藤デンタルオフィス 歯科 仙台市青葉区中央２－２－５ 022-264-3133
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青葉区 山田歯科医院 歯科 仙台市青葉区折立３－３－１２ 022-226-2777

青葉区 西仙台歯科医院 歯科 仙台市青葉区落合１－１８－５ 022-392-6838

青葉区 台原駅前歯科 歯科 仙台市青葉区台原３－２９－３５ 022-276-7757

青葉区 中島丁,馬渕歯科・矯正歯科 歯科 仙台市青葉区八幡１－１０－１５ 022-222-6488

青葉区 中條幸一デンタルオフィス 歯科 仙台市青葉区昭和町５－３６ 022-271-5322

青葉区 電力ビル歯科クリニック 歯科 仙台市青葉区一番町３－７－１電力ビル2階 022-225-8353

青葉区 東邦歯科診療所 歯科 仙台市青葉区大町１－１－１８ 022-265-4141

青葉区 梅津歯科医院 歯科 仙台市青葉区中山４－２０－１２ 022-279-1717

青葉区 百合デンタルクリニック 歯科 仙台市青葉区栗生４－１３－１５ 022-391-7280

青葉区 本町たなか歯科医院 歯科 仙台市青葉区本町２－９－７ 022-268-5321

青葉区 鈴木章歯科医院 歯科 仙台市青葉区愛子東３－１４－４ 022-392-1375

青葉区 はた歯科こども歯科 小児歯科 仙台市青葉区落合５－２５－５３ 022-391-8688

青葉区 ファミリー小児歯科 小児歯科 仙台市青葉区川平３－４１－１ 022-279-1278

青葉区 高橋歯科矯正クリニック 矯正歯科 仙台市青葉区中央３－１－１３ 022-227-4884

青葉区 ちゅうじょう歯ならび矯正クリニック 矯正歯科 仙台市青葉区昭和町５－２８－２Ｆ 022-346-7707

青葉区 なかじょう矯正歯科クリニック 矯正歯科 仙台市青葉区落合５－１５－４１ 022-391-1182

青葉区 西村矯正歯科クリニック 矯正歯科 仙台市青葉区国分町２－２－５ 022-797-5579

青葉区 伊藤矯正歯科クリニック 矯正歯科 仙台市青葉区上杉１－７－２５ 022-213-8541

青葉区 子平町歯科医院 矯正歯科 仙台市青葉区八幡２－１６－１５ 022-234-4041

青葉区 小山矯正歯科クリニック 矯正歯科 仙台市青葉区中央２－１１－１ 022-214-4187

青葉区 曽矢矯正歯科クリニック 矯正歯科 仙台市青葉区中央３－２－１６－５Ｆ 022-268-1417

青葉区 長谷川矯正歯科クリニック 矯正歯科 仙台市青葉区中央１－６－２３－３０１ 022-263-3672

青葉区 南吉成歯科医院 矯正歯科 仙台市青葉区南吉成４－１４ 022-277-3277

青葉区 東京歯科医院 口腔外科 仙台市青葉区中央４－１－３ 022-266-1510

宮城野区 コグレ歯科クリニック 歯科 仙台市宮城野区宮城野１－７－１ 022-299-2882

宮城野区 はぎの歯科・矯正歯科 歯科 仙台市宮城野区萩野町１－１３－８ 022-231-2859

宮城野区 医療法人宮城野歯科医院 歯科 仙台市宮城野区銀杏町１８－１０ 022-293-6170

宮城野区 松田歯科医院 歯科 仙台市宮城野区岩切字三所南１０７－１ 022-255-7575

宮城野区 石井歯科矯正歯科医院 歯科 仙台市宮城野区福室３－２－４８ 022-259-7377

宮城野区 長谷歯科クリニック 歯科 仙台市宮城野区枡江１０－２３ 022-291-6480

宮城野区 藤田歯科医院 歯科 仙台市宮城野区出花２－３－３ 022-259-6575

宮城野区 医療法人　仙台東口矯正歯科 矯正歯科 仙台市宮城野区名掛丁２０５－５－１Ｆ 022-781-8556

宮城野区 くぼた矯正歯科クリニック 矯正歯科 仙台市宮城野区新田東２－１４－６　１Ｆ 022-395-5888

宮城野区 医療法人社団ぬかつか矯正歯科クリニック 矯正歯科 仙台市宮城野区榴岡４－５－５（ＫＴビル） 022-295-4655

宮城野区 鶴ヶ谷歯科医院 口腔外科 仙台市宮城野区燕沢２－１７－３７ 022-252-5141
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若林区 あわの歯科 歯科 仙台市若林区大和町３丁目１７－１ 022-782-8228

若林区 カネカ歯科医院 歯科 仙台市若林区大和町３－７－１０ 022-284-6804

若林区 江刺歯科医院 歯科 仙台市若林区遠見塚３－５－２２ 022-286-6551

若林区 村上歯科医院 歯科 仙台市若林区遠見塚３－１５－２０ 022-286-6335

若林区 ふわふわキッズ歯科 小児歯科 仙台市若林区荒井字押口７７－１０１ 022-354-1528

太白区 あべ長歯科医院 歯科 仙台市太白区長町５－２－４０ 022-304-3033

太白区 いのうえ歯科クリニック 歯科 仙台市太白区山田本町１１－１３ 022-743-7333

太白区 えまた歯科医院矯正歯科 歯科 仙台市太白区茂庭台１－１１－２３ 022‐281‐3322

太白区 鹿野クレメント歯科 歯科 仙台市太白区鹿野2丁目４－２５－１０２ 022-226-8118

太白区 川俣歯科医院 歯科 仙台市太白区砂押町２２－２３ 022-246-8484

太白区 こころ歯科クリニック 歯科 仙台市太白区大野田４－１－７ 022-397-8841

太白区 浅沼歯科医院 歯科 仙台市太白区中田４－１２－７ 022-242-2678

太白区 丹野歯科医院 歯科 仙台市太白区秋保町湯向２７－１２ 022-398-2285

太白区 とみづか矯正歯科 矯正歯科 仙台市太白区長町５－１－１５ 022-399-9113

太白区 仙台こども矯正歯科 矯正歯科 仙台市太白区長町南１－９－１５－１Ｆ 022-399-6656

泉区 Ｍ’ｓデンタルクリニック 歯科 仙台市泉区高玉町３－６ 022-773-6483

泉区 あいすデンタルクリニック 歯科 仙台市泉区泉中央南６番地 022-725-6480

泉区 アイデンタルクリニック 歯科 仙台市泉区南中山１－２７－３５７ 022‐277‐8277

泉区 泉ステーション歯科 歯科 仙台市泉区泉中央１－７－１ 022-343-1152

泉区 いわぶち歯科クリニック 歯科 仙台市泉区寺岡５－１１－２３ 022-378-6430

泉区 クニデンタルクリニック 歯科 仙台市泉区松森字新田１８２ 022-776-9229

泉区 ソラナデンタルクリニック 歯科 仙台市泉区向陽台４－２４－２１ 022-374-7702

泉区 たくひとデンタルクリニック 歯科 仙台市泉区泉ヶ丘３－５－１７ 022-725-6210

泉区 たけうち歯科 歯科 仙台市泉区上谷刈１－７－２８ 022-776-4618

泉区 ただ歯科クリニック 歯科 仙台市泉区北高森３－１ 022-377-2350

泉区 ながさわ歯科医院 歯科 仙台市泉区高森２－１－７ 022-377-9156

泉区 はぎ歯科クリニック 歯科 仙台市泉区将監９－１２－１０ 022-773-9022

泉区 まつざき歯科医院 歯科 仙台市泉区八乙女４－１２－５ 022-374-6222

泉区 紫山歯科医院 歯科 仙台市泉区紫山２－３２－９ 022-378-9483

泉区 医療法人社団　矢野歯科医院 歯科 仙台市泉区鶴が丘１－２９－６ 022-375-2548

泉区 医療法人白楊会　泉中央さいとう歯科 歯科 仙台市泉区泉中央４－２－２－１０１ 022-373-7788

泉区 住吉台歯科医院 歯科 仙台市泉区住吉台東１－２－４ 022-376-2552

泉区 長命ヶ丘グリーン歯科クリニック 歯科 仙台市泉区長命ケ丘３－２－７ 022-378-1580

泉区 北中山歯科クリニック 歯科 仙台市泉区北中山２－３３－１０ 022-376-5066

泉区 やまだけいこ歯科クリニック 小児歯科 仙台市泉区加茂４－１３－７ 022-342-5488
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泉区 青葉こどもと親の歯科医院 小児歯科 仙台市泉区八乙女中央３－２－２０ 022-773-7322

泉区 いずみ中央矯正歯科クリニック 矯正歯科 仙台市泉区泉中央２－１２－４ 022-373-8845

泉区 佐伯デンタルオフィス矯正歯科医院 矯正歯科 仙台市泉区泉中央２－１１－２ 022-393-6667

泉区 大屋歯科クリニック 口腔外科 仙台市泉区野村字筒岫屋敷７－１ 022-772-1182

名取市 歯科クリニック守 歯科 名取市増田３－８－６７ 022-382-8677

名取市 ライフタウン歯科クリニック 歯科 名取市相互台１－１１－４ 022‐386-1825

名取市 櫻場デンタルクリニック 歯科 名取市手倉田字八幡６０８ 022-383-8816

名取市 なとり駅前歯科クリニック 小児歯科 名取市増田２－３－３６ 022-382-3343

岩沼市 たまうらデンタルクリニック 歯科 岩沼市恵み野１－２－１ 0223-29-4430

亘理郡 医療法人　マコト歯科医院 歯科 亘理郡亘理町上茨田１－１ 0223-34-5135

塩竈市 医療法人慈啓会　千葉歯科医院 歯科 塩竈市東玉川町２－３１ 022-362-5253

塩竈市 きくちデンタルクリニック 歯科 塩竈市庚塚３０－８２ 022-361-3368

塩竈市 郷家第三歯科医院 歯科 塩竈市　南町　５－１０ 022-362-4571

塩竈市 ササキ歯科クリニック 歯科 塩竈市錦町７－６ 022-365-7721

塩竈市 医療法人社団愛優会　はるみ歯科 歯科 塩竈市花立町１３－１２ 022-362-5537

塩竈市 皆川歯科医院 歯科 塩竈市本町８－２ 022-366-2385

塩竈市 川村歯科医院 歯科 塩竈市港町２－５－１２ 022-362-1516

塩竈市 目黒歯科医院 歯科 塩竈市宮町１－９ 022-362-0633

塩竈市 清水沢　いまいずみ歯科クリニック 小児歯科 塩竈市清水沢１－３２－１ 022-361-3803

塩竈市 あおうだ矯正歯科クリニック 矯正歯科 塩竈市本町２－９ＤＯＰＬＡＺＡＣＯＭ2階 022-367-9501

多賀城市 ありま歯科医院 歯科 多賀城市高橋４－２－１ 022-389-1182

多賀城市 医療法人　城南歯科クリニック 歯科 多賀城市城南１－１９－２２ 022-389-2008

多賀城市 おおのファミリー歯科 歯科 多賀城市大代１－１－３８ 022-363-4182

多賀城市 こう歯科クリニック 歯科 多賀城市下馬２－８－５ 022-362-5213

多賀城市 ささき歯科クリニック 歯科 多賀城市中央１－１６－１７ 022-389-1777

多賀城市 杉山歯科医院 歯科 多賀城市大代５－２－１ 022-364-6478

多賀城市 藤原歯科 歯科 多賀城市伝上山２－３１－４５ 022-366-4481

多賀城市 歯科・アイザワデンタル 歯科 多賀城市下馬５－５－３０ 022-361-8180

多賀城市 梅津歯科クリニック 歯科 多賀城市鶴ケ谷２－２９－１７ 022-362-4344

多賀城市 浮島歯科クリニック 歯科 多賀城市浮島１－１２－１０ 022-368-2201

宮城郡 あいざわ歯科クリニック 歯科 宮城郡利府町利府新屋田前２２ 022-767-5650

宮城郡 医療法人かぜの会あべ歯科医院・丘の上の歯科医院 歯科 宮城郡利府町加瀬字野中沢１２５－１ 022-356-1033

宮城郡 うじいえ歯科医院 歯科 宮城郡七ケ浜町湊浜字入生田９０－４ 022-357-1727

宮城郡 かわぐち歯科医院 歯科 宮城郡七ケ浜町汐見台６－２－１１ 022-357-6099

宮城郡 歯科ノーブルデンタルオフィス 歯科 宮城郡利府町神谷沢字南沢１－１ 022-255-2028
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宮城郡 すがや台歯科医院 歯科 宮城郡利府町菅谷台３－７－１ 022-767-6480

宮城郡 わかば歯科クリニック 歯科 宮城郡利府町加瀬字石切場１－１ 022-767-5679

宮城郡 広沢歯科 歯科 宮城郡利府町しらかし台２－１２－２ 022-356-5127

宮城郡 山本歯科医院 歯科 宮城郡七ケ浜町境山２－１３－３ 022-361-6330

宮城郡 西村歯科医院 歯科 宮城郡松島町磯崎字磯崎１０５－３ 022-353-4092

富谷市 内田歯科 歯科 富谷市太子堂１－９－２１ 022-358-2523

富谷市 榊原デンタルクリニック 歯科 富谷市成田７－２６－１１９ 022-725-6525

富谷市 小松こども歯科 小児歯科 富谷市明石台２－２２－１ 022-220-1660

刈田郡 医療法人社団真壁歯科医院 歯科 刈田郡蔵王町宮字井戸井前４２ 0224-32-3122

柴田郡 こや歯科医院 歯科 柴田郡柴田町船岡新栄　３－４３－１５ 0224-54-5005

柴田郡 医療法人社団　飯淵歯科医院 歯科 柴田郡柴田町槻木下町１－１－６０ 0224-56-1026

柴田郡 歯科ヒライ 歯科 柴田郡柴田町船岡東２－８－２８ 0224-55-4025

大崎市 ア歯科有馬診療所 歯科 大崎市古川稲葉３－３－１２ 0229-23-8816

大崎市 歯科おのでら 歯科 大崎市古川旭１－１４－２４ 0229-25-6401

大崎市 たかはし歯科診療所 歯科 大崎市古川荒谷新小道２６－１ 0229‐28-3711

大崎市 阿部歯科医院 歯科 大崎市鳴子温泉字馬場７３－２ 0229‐83‐3748

大崎市 医療法人泰永会宮崎歯科 口腔外科 大崎市古川旭４－３－１０ 0229-23-4744

栗原市 くりこまデンタルクリニック 歯科 栗原市栗駒岩ヶ崎下町裏１１９－３ 0228-49-3447

栗原市 医療法人有朋会　かさま歯科医院 歯科 栗原市若柳字川南南大通８－１７ 0228‐32‐6331

石巻市 よしだファミリー歯科 歯科 石巻市渡波字栄田２２－３ 0225-24-1185

石巻市 佐々木小児歯科医院 小児歯科 石巻市蛇田字新西境谷地９９－７ 0225‐94‐0110

気仙沼市 （医）万仁堂　三浦歯科医院 歯科 気仙沼市本吉町津谷明戸２４－２ 0226-42-2418

気仙沼市 菅原歯科医院 歯科 気仙沼市南郷５－３ 0226-24-1818

山形県 あやこ歯科医院 小児歯科 山形県山形市内表東２９１－１ 023-682-8241

山形県 医療法人社団　日吉歯科診療所 小児歯科 山形県酒田市日吉町２－１－１６ 0234-22-1837

福島県 清水矯正歯科クリニック 矯正歯科 福島県福島市栄町６－１エスタビル２F 024-528-1404
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