
訪問歯科診療協力医院
　　訪問の診療内容について心配なことがありましたら前橋市歯科医師会まで

オーラルケア前橋デンタルクリニック 西山佳秀 大手町１－５－１１大手町ビル1F ２２３－６７８０ ２２３－６７８０

山本歯科医院 山本　宏 大手町３－１－１０ 教育会館内 ２３３－３６９９ ２５３－４７５７

田新歯科クリニック 石原秀一郎 紅雲町２－２８－１１ ２２１－３１１３ ２２１－３３２４

布川歯科医院 布川晴彦 本町３－１－２０ ２２１－１５１５ ２２１－１５１７

前橋中央歯科医院 加藤健一 三河町１－３－６ ２２４－４４４４ ２２４－０２８９

岩片歯科医院 岩片信也 朝日町２－５－２１ ２２４－６５８５ ２２４－６５８５

金子歯科朝日町クリニック 金子昌則 朝日町３－１６－１１ ２２１－１２４４ ２２１－１２４４

ココルン歯科クリニック 飯島康弘 朝日町３－２１－１０ ２１２－５５１５ ２１２－５５１５

敷島 ゆうき歯科クリニック 結城啓之 住吉町１－１０－３ ２８９－０８０２ ２８９－０８２８

神田歯科医院 神田雄紀 南町３－７６－１０ ２２４－８５４３ ２１２－１６３９

武藤歯科医院 武藤道雄 六供町３６９－５ ２２４－８８８１ ２２４－０９６６

六供町歯科医院 鈴木正敏 六供町４６７ ２２１－４４５１ ２２１－４４５２

本間歯科医院 本間　覚 日吉町１－３－１ ２３３－０４１８ ２３３－０４１８

田辺歯科医院 田邊　潔 日吉町２－２０－５ ２３３－４９４３ ２３５－９０３５

石原総合歯科医院 石原宏一 城東町４－２５－３ ２２４－３５４３ ２２４－３５４３

金子歯科医院 金子成則 国領町１－１０－２５ ２３４－８７３３ ２３３－９３００

木下歯科医院 木下　茂 若宮町１－６－１ ２３１－７００９ ２３４－１９７４

明石歯科医院 眞塩京子 若宮町２－４－１７ ２３１－７０５４ ２１２－３０７５

狩野歯科口腔外科医院 狩野証夫 若宮町３－１５－１１ ２８９－５３７８ ２８９－５３７９

倉品歯科医院 倉品紳一郎 若宮町４－２７－８ ２３２－４１８１ ２３３－３８６７

橋本歯科医院 橋本清一 文京町３－２９－３ ２２３－３９７７ ２２３－３９７７

もり歯科医院 森　啓一 天川原町２－１０－１３ ２４３－３７１８ ２４３－３３４１

あらい歯科医院 新井保幸 岩神町３－５－９ ２３３－０１１８ ２３１－６５１２

高松歯科医院 高松透浩 岩神町３－２８－１１ ２３１－７７９５ ２３１－７７９５

しきしま歯科クリニック 飯塚美芳 岩神町４－１２－１８－１ ２３２－０７８０ ２３２－０７６０

高松歯科医院 高松勇三 千代田町１－１０－４ ２３１－３２６０ ２３１－３２３９

千代田町磯歯科医院 磯　雅和 千代田町３－２－１２ ２３１－６３８１ ２３３－１１２５

袋歯科医院 袋　一仁 千代田町３－６－６ ２３１－５３２０ ２６０－１６３０

矢内歯科医院 宮﨑由希子 千代田町５－１８－１５ ２３１－４００６ ２３３－１６４６

大谷歯科医院 大國　仁 本町２－１６－９ ２２４－３７５９ ２２４－３３１１

西野歯科医院 西野郁生 表町１－１７－２ ２２１－０３６９ ２２１－０３６８

町田歯科医院 町田勝彦 上佐鳥町６９－１ ２６５－４６５６ ２６５－４６５６

協立歯科クリニック 半澤　正 朝倉町８３０－１ ２６５－６６０１ ２６５－６６０３

豊泉歯科医院 豊泉　修 広瀬町３－１５－１ ２６６－２３４５ ２６６－４５４６

下川淵 田口歯科医院 田口章太 亀里町３８３－２ ２６５－２５５０ ２６５－３１９４

芳賀 はが歯科医院 松井暢孝 高花台１－９－２ ２６９－３０５５ ２６９－３０５６

林歯科医院 林　栄世 三俣町１－４８－１ ２４３－７１７９ ２４３－７１９６

矢内歯科医院 矢内太郎 三俣町２－１２－２３ ２３３－８８１７ ２３３－３００６

大原歯科クリニック 大原吉博 三俣町３－２４－１ ２３３－７５８５ ２３３－７５８５

いちかわ歯科医院 市川修司 上沖町１５２－２ ２６０－６１６６ ２６０－６１６７

上州総合歯科医院 坪井泰喜 西片貝町１－２８７－２８しきしまビル１F ２２５－６４８０ ２２５－６４８１

野中歯科・矯正歯科 野中幸治 西片貝町１－３１１－７ ２３１－３６９０ ２３１－３７０２

つつみ歯科医院 堤　弘明 西片貝町３－２８６－５ ２２０－５３００ ２２０－５３００

しながわ歯科クリニック 品川泰弘 上泉町１０５－９ ２８９－０７７７ ２８９－０７７８

リタ歯科クリニック 小板橋　徹 上泉町６７７－７ ２８９－４４８８ ２８９－４４８０

内山歯科医院 内山壽夫 上泉町１４７８－４ ２６９－７５３２ ２６９－９４６９

森デンタルクリニック 森　公祐 荻窪町１２００－４ ２８９－５６５６ ２８９－５６５７

天笠歯科医院 天笠　稔 江木町４０－２ ２６１－７７２２ ２６１－７７２２
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　　お問い合わせください。　　　☎０２７－２３２－２０４６

地区 歯　科　医　院　名 歯科医師名 住　　　　　　所 電話番号



ＦＡＸ　地区 歯　科　医　院　名 歯科医師名 住　　　　　　所 電話番号

小野里歯科医院 小野里洋一 前箱田町４４－１ ２５３－３８５５ ２５３－３８７０

白石歯科医院 白石知久 大利根町１－３７－６ ２５４－０２０２ ２５４－０２０２

宮﨑歯科医院 宮﨑仁志 下新田町５９０－３ ２５３－６００８ ２５３－６０４５

清水歯科医院 清水純夫 上新田町２１５－１ ２５２－０００２ ２５３－５９７５

おおたけ矯正歯科・小児歯科 大竹克也 上新田町６２０－３ ２１０－５０７０ ２１０－５０７０

石井歯科医院 モイス貴子 小相木町４７１－３ ２５３－２８５３ ２５３－１７９６

田中デンタルクリニック 田中　徹 小相木町１－８－１８ ２５６－８０００ ２５６－８００１

おのざとデンタルオフィス 小野里元気 古市町１８０－１フォレストモール新前橋 ２２５－６６１１ ２２５－６６１２

長島歯科・矯正歯科 長島雄吾 古市町２－４－１ ２５３－５６５８ ２２６－６５６７

細谷歯科クリニック 細谷　賢 元総社町１３０－１ ２５２－６１３７ ２５２－６１３７

加藤歯科医院 加藤武昭 元総社町５９３－５７ ２５３－１１８４ ２５３－１１８４

斉藤歯科医院 齊藤章久 元総社町１－８－１７ ２５５－４６１８ ２５５－４６１８

あおなし歯科クリニック 高橋公宣 元総社町２－２０－１８ ２５５－００５０ ２５５－００５０

中央大橋歯科クリニック 礒部克優 大渡町１－７－１７ ２８８－０４１８ ２８８－０４１４

にいはら歯科医院 﨡原伸浩 大渡町１－１７－５ ２５２－２２２１ ２５２－２１２６

サトウ歯科医院 佐藤正彦 大友町１－３－５ ２５１－８０４９ ２５１－８０４９
渡辺歯科医院 渡辺昌明 大友町３－１８－９ ２５２－６４８２ ２５３－７６７７
スマイルきっず新前橋歯科医院 栁澤恭子 下石倉町３２－４ ２５２－２５２５ ２５１－５３００
くすのき歯科・矯正歯科 設樂尚紀 総社町総社１１３５－１ ２２６－１２４３ ２２６－１２９９

田中歯科医院 田中啓順 総社町総社１６００－４ ２５２－９３３８ ２５３－７０２５

なかざと歯科医院 中里隆之 総社町総社２７２３－２ ２８９－２２５３ ２８９－２２５３

小井圡歯科医院 小井圡　悠 総社町総社３１１１－２ ２８９－０７４５ ２８９－０７４４

元総社歯科クリニック 浦野英子 総社町総社３６００－１ ２５１－１１１８ ２５１－１１１９

大原歯科医院 大原　正 総社町２－１１－９ ２５２－０９９７ ２５１－４０２６

くどう歯科クリニック 工藤千佳子 上細井町１９４４－４ ２３４－５７１０ ２３４－５７１２

桃木歯科医院 渡辺　洋 下細井町５８５－４ ２３３－８８５５ ２３３－８９９６

前田歯科医院 前田直人 下小出町２－４２－９ ２３４－８２７６ ２３４－８２７６

岡田歯科医院 岡田高明 上小出町１－２４－７ ２３５－３５０８ ２３５－３５０８

岩田歯科医院 岩田康一 上小出町２－２９－７ ２３４－１６４９ ２３４－１６４９

石井歯科医院 石井俊彦 上小出町３－４７－５ ２３５－２７５８ ２３５－２９８１

青柳歯科クリニック 吉田　隆 青柳町１３３－８ ２３４－６４８０ ２３４－６４８２

杉山歯科医院 杉山達也 青柳町８４５－６ ２３２－１２６０ ２３２－１２２５

リップル歯科クリニック 塩澤彰久 関根町３－４－１０ ２６０－１１５１ ２６０－１１５１

ひとみ歯科医院 人見昌明 川原町３７６－７５ ２３５－５１３３ ２３５－５１３３

前橋宮久保歯科 宮久保満之 田口町３８５－１ ２１２－１１１８ ２１２－１１１９

佐野歯科医院 佐野公永 青梨子町５６３－２ ２５５－１０１０ ２５５－１０１１

間仁田歯科医院　前橋オフィス 間仁田　珠 清野町５－３ ２５１－９２５２ ２２６－６１２３

アクザワ歯科医院 阿久澤仁志 天川大島町１０４１－７ ２６３－２６４１ ２４３－１３６５

高松歯科医院 高松啓三 上長磯町３１３－２ ２６１－３５７０ ２６１－３５７０

こばやし歯科医院 小林　修 駒形町６５３－６ ２６６－５００８ ２６６－３７１０

武内歯科医院 武内章浩 富田町１２１８－４ ２６８－３３３８ ２６８－３３３８

蟻川歯科医院 蟻川篤則 今井町９８０ ２６８－３７１８ ２６８－６８６８

佐山歯科医院 佐山彰一 笂井町４０－１ ２２６－６８１２ ２２６－６８１３

駒形駅北口歯科 酒巻紅美 小屋原町１０７３－１ ２２６－１１５１ ２２６－１１５２

城南歯科医院 提箸和子 鶴が谷町１４－２ ２６８－３１２１ ２６８－３１２１

いそ歯科医院 大川秀樹 大胡町１２９－２ ２８３－２１０８ ２８３－２１０８

高橋歯科クリニック 高橋利幸 茂木町２７０－８ ２８３－８９５７ ２８３－８９５８

小池歯科医院 小池洋二 河原浜町７０６－６ ２８３－６６３２ ２８３－６６３２

粕川 柳町歯科医院 栁町賢一郎 粕川町女渕４２３－１ ２３０－６４８０ ２３０－６４７４

須田歯科医院 村上芳弘 富士見町小暮３０２－１ ２８８－２００２ ２８８－０２６７

リーフ歯科クリニック 豊田庸光 富士見町時沢１１６－３ ２８９－１１８２ ２８９－１１８１
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