
(住所順)　令和3年10月現在

歯科医院名 協力歯科医 住所 TEL
ありよし歯科 有吉　洋 熊本市中央区帯山７－１７－４５ 096-383-0011

伊東歯科口腔病院 伊東隆三 熊本市中央区子飼本町４－１４ 096-343-0377

坂口歯科医院 坂口倫章 熊本市中央区国府１－１－１　オーシャンズビル２Ｆ 096-371-8888

坂本歯科医院 坂本憲昭 熊本市中央区九品寺１－７－２１ 096-366-1358

浜坂歯科医院 髙松尚史 熊本市中央区水道町８－４ 096-354-2133

橘歯科医院 橘　俊光 熊本市中央区八王寺町３５－２３　ティファニー八王寺２Ｆ 096-378-2234

よぎ歯科医院 谷元栄仁 熊本市中央区帯山４－２９－１ 096-381-0508

新屋敷津田歯科医院 津田寿子 熊本市中央区新屋敷１－２１－１０ 096-371-8010

椿歯科クリニック 椿　　誠 熊本市中央区水前寺３－１５－２０ 096-381-6561

永田歯科クリニック 永田省蔵 熊本市中央区帯山４－５７－５ 096-385-1182

コスモ歯科クリニック 中西久和 熊本市中央区水前寺１－１－２６ 096-383-8887

ななかわ歯科医院 七川洋二 熊本市中央区国府３－２８－２６ 096-361-1911

ニシ歯科クリニック 西　正浩 熊本市中央区坪井２－２－１８ 096-343-6571

西野歯科医院 西野隆一 熊本市中央区子飼本町６－２６ 096-343-5952

橋元義人 橋元義人 熊本市中央区帯山３－１９－９ 096-340-1511

林歯科医院 林　昭宏 熊本市中央区呉服町３－３７ 0120-118-390

駕町ひろなか歯科 弘中一郎 熊本市中央区安政町２－３４－２Ｆ 096-325-8844

ほりかわ歯科医院 堀川修一 熊本市中央区水前寺公園２－３７ 096-383-1827

まえだ歯科・矯正歯科 前田英俊 熊本市中央区帯山９－４－６ 096-382-8822

松永歯科医院 松永　久 熊本市中央区水前寺１－１８－２０ 096-386-0648

やまさき歯科 山崎芳徳 熊本市中央区南熊本４－７－１９ 096-366-5036

ひまわり歯科 伊藤道子 熊本市北区武蔵ヶ丘１－１４－１０ 096-337-7727

いりさ歯科医院 入佐弘介 熊本市北区八景水谷１－２４－２４ 096-223-7360

おおつか歯科医院 大塚昭彦 熊本市北区麻生田２－１－１ 096-215-8070

ごとう歯科医院 後藤俊一 熊本市北区龍田４－３０－３８ 096-338-2511

清水歯科クリニック 清水幹広 熊本市北区植木町広住４６９－８ 096-273-5805

よつばデンタルクリニック 白石　久 熊本市北区植木町植木１５７－９ 096-273-1117

としのり歯科 田中俊憲 熊本市北区龍田１－３－４ 096-337-0844

田中歯科医院 田中弥興 熊本市北区龍田８－２０－６１ 096-338-0011

友枝歯科医院 友枝和夫 熊本市北区武蔵ケ丘５－１－１６ 096-339-4593

いろは歯科クリニック 中川真樹 熊本市北区大窪２－２－２０ 096-245-6580

西田歯科医院 西田宗剛 熊本市北区清水新地６－７－１４ 096-338-8324

北熊本藤波歯科医院 藤波好文 熊本市北区室園町３－３５ 096-345-7325

新地デンタルクリニック 前野正春 熊本市北区清水新地１－５－３６ 096-344-5422

おにつか歯科医院 鬼塚啓史 熊本市西区横手３－１１－２０　馬原ビル１Ｆ 096-326-4618

片山歯科医院 片山晃紀 熊本市西区島崎２－１１－１５ 096-356-6955

関歯科医院 関　光輝 熊本市西区二本木３－３－２９ 096-353-0212

谷川歯科医院 谷川貞男 熊本市西区蓮台寺４－１０－９７ 096-325-5651

城山椿歯科クリニック 椿　　賢 熊本市西区上代４－１１－１０ 096-312-5711

森都心歯科クリニック 堀尾愼一郎 熊本市西区春日１－１４－３　熊本タワービル１Ｆ 096-356-8118

ゆみこ歯科クリニック 町田由美子 熊本市西区小島４－４－１６ 096-319-4181

慶歯科医院 村上　慶 熊本市西区城山大塘１－９－２５ 096-329-3920

松原歯科医院 荒木明日香 熊本市東区長嶺南４－１１－１１４ 096-381-8148

いけしま歯科医院 池嶋由希 熊本市東区山ノ神２－１３－２９ 096-214-0555

井口歯科医院 井口泰治 熊本市東区若葉３－１７－７ 096-360-0111

よつば歯科口腔クリニック 井口佳大 熊本市東区石原１－１－１０５ 096-389-4285

うえの歯科医院 上野啓之 熊本市東区健軍本町５２－３　ティエルハイム１Ｆ 096-365-5786

牛島歯科医院 牛島　隆 熊本市東区健軍４－１４－１０ 096-367-8000

小野歯科医院 小野秀樹 熊本市東区御領４－３－１６ 096-389-8885

梶原歯科医院 梶原武彦 熊本市東区戸島３－４－２６ 096-388-2224

くきた歯科クリニック 久木田大 熊本市東区湖東２－４１－６ 096-360-8020

くろいわ歯科医院 黒岩寛士 熊本市東区佐土原２－７－７０ 096-234-6302

島田歯科矯正クリニック 島田博之 熊本市東区渡鹿８－１４－５６ 096-375-5018

添島歯科クリニック 添島正和 熊本市東区京塚本町７－７ 096-381-4118

立花歯科医院 立花泰裕 熊本市東区新外４－７－３ 096-365-8118

ゆうだい歯科医院 田中雄大 熊本市東区花立５－９－２５　１Ｆ 096-369-4618

デグチデンタルオフィス 出口　諭 熊本市東区西原２－１３－３ 096-382-2000

寺本歯科医院 寺本豊徳 熊本市東区戸島西１－１６－１５ 096-365-1182

ホワイト歯科健軍 中川寛一 熊本市東区若葉１－１－１ 096-365-4066

ひじい歯科医院 肘井啓一郎 熊本市東区戸島西１－２７－２１ 096-369-2244

ほりた歯科医院 堀田浩史 熊本市東区長嶺東２－９－２５ 096-388-1481

東町グラン歯科 本田壮一郎 熊本市東区東町２－１－２ 096-285-5032

ＴＭデンタルクリニック 丸山　毅 熊本市東区西原１－２２－５２　光多ビル１Ｆ 096-387-1557

三隅歯科クリニック 三隅賢祐 熊本市東区長嶺南４－１１－１４３ 096-374-6480

新外レッツ歯科 山口英司 熊本市東区新外２－２－１８ 096-360-3900

渡辺歯科医院 渡辺猛士 熊本市東区若葉１－３６－１８ 096-365-0300

渡辺歯科クリニック 渡辺　洋 熊本市東区花立３－３－２６ 096-367-4333

伊藤歯科医院 伊藤友己 熊本市南区近見１－１３－５ 096-325-6565

かどおか歯科医院 角岡秀昭 熊本市南区馬渡２－１７－１ 096-379-6474

河野歯科医院 河野生司 熊本市南区城南町坂野２６５ 0964-28-6658

河野歯科医院 河野哲朗 熊本市南区川尻６－９－１０９ 096-357-9256

松田歯科クリニック 松田　惠 熊本市南区南高江７－９－２ 096-211-7168

城南歯科医院 宮本格尚 熊本市南区近見７－１２－３９ 096-351-4986

睡眠時無呼吸症候群治療協力歯科医

郡市歯科医師会名
熊本市歯科医師会
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歯科医院名 協力歯科医 住所 TEL郡市歯科医師会名

浦田歯科医院 浦田健二 宇土市門内町21-6 0964-23-0711

森歯科医院 森　義和 宇土市古保里町443 0964-23-5155

八木歯科医院 八木義博 宇土市高柳町27-1 0964-22-4182

なかむら歯科医院 中村浩一 玉名郡長洲町腹赤11一4 0968-78-1040

犬束歯科医院 犬束美尚 玉名市繁根木75 0968-74-1148

こやなぎ歯科医院 小栁伸也 玉名市松木27-11 0968-74-4133

ふじもと歯科医院 藤本　博 荒尾市野原八ッ谷1277-1 0968-68-3755

こうずま歯科医院 髙水間潤 山鹿市大橋通1005 0968-43-2802

森歯科・小児歯科医院 森　智昌 山鹿市中央通708 0968-43-7812

原賀歯科医院 原賀滋久 山鹿市山鹿1　温泉プラザ2Ｆ 0968-44-7823

熊本セントラル病院 歯科 豊福士文 菊池郡大津町室955 096-293-0555

山ロ歯科医院 山ロ治利 菊池郡菊陽町津久礼173-18 096-232-4456

南歯科医院 南　信之 菊池郡菊陽町津久礼162-11 096-232-7541

まつおか歯科医院 松岡拓治 菊池郡菊陽町津久礼2350-16 096-292-3080

伊藤歯科医院 伊藤明彦 合志市幾久富1909-1193 096-248-5688

三隅歯科医院 三隅晴具 合志市幾久富1909-184 096-248-1101

もみじ歯科医院 城　敦哉 菊池市西寺1657-1 0968-23-6800

髙木歯科クリニック 髙木公康 菊池市隈府1329-1 0968-25-1963

そのき歯科医院 園木　誠 菊池市隈府632-9 0968-24-7008

たかはし歯科医院 高橋裕輔 菊池市泗水町吉富北原2279-5 0968-38-5199

ひがし歯科医院 東　正也 上益城郡嘉島町下六嘉1878-3 096-367-0112

野田歯科医院 野田和生 上益城郡山都町浜町57-1 0967-72-0593

大久保歯科クリニック 大久保和之 宇城市松橋町豊福1594-4 0964-33-5226

鶴田歯科医院 鶴田善久 八代市海士江町2591-6 0965-33-8148

古城歯科矯正歯科医院 吉積宗宏 八代市古城町3026-2 0965-34-3344

田中歯科医院 田中裕子 八代市日置町160-3 0965-35-3806

増田歯科医院 増田　了 八代市本町1-10-36 0965-32-3264

上田歯科医院 上田　忠 八代市本町2-3-31 0965-32-3205

井上歯科クリニック 井上裕邦 八代市松江町440-2 0965-39-7335

上元歯科医院 上元健一 八代市港町5 0965-37-2575

中川歯科医院 中川純一 八代市横手新町7-1 0965-35-2557

さしき宮島歯科医院 若江秀敏 芦北郡芦北町花岡1660 0966-82-2418

あいりす歯科医院 鬼塚友文 芦北郡芦北町道川内6-9 0966-69-4182

 水俣市立総合医療センター歯科ロ腔外科牧　正啓 水俣市天神町1-2-1 0966-63-2101

出来田歯科診療所 出来田悌吾 水俣市浜町1-6-11 0966-62-0030

清水歯科クリニック 清水雅英 人吉市願成寺町1306 0966-24-8182

山村歯科医院 山村礼二 球磨郡あさぎり町免田東390-1 0966-45-5952

にしき歯科医院 稲留裕士 球磨郡錦町西809 0966-38-3886

むかえ歯科医院 向江富士夫 球磨郡湯前町上植木1237-4 0966-43-3131

いさみ歯科医院 勇　　励 上天草市大矢野町中779-1 0964-56-1377

内﨑歯科医院 内﨑祐一 天草市河浦町河浦4822-1 0969-76-1553

青木歯科医院 青木憲誠 天草市大浜町348-5 0969-24-5222

中嶋歯科医院 中嶋敬介 天草市東浜町13-16 0969-24-3231

下益城郡歯科医師会

八代歯科医師会

水俣芦北郡市歯科医師会

人吉市歯科医師会

球磨郡歯科医師会

天草郡市歯科医師会

宇土郡市歯科医師会

玉名郡市歯科医師会

荒尾市歯科医師会

山鹿市歯科医師会

菊池郡市歯科医師会

上益城郡歯科医師会


