
年月日 歯科医師会員名 医療機関名 診療所住所 電話番号

2022年4月3日(日) 後藤　　伸 ゴトウ歯科クリニック 北名古屋市久地野北浦8番 0568-25-2133

2022年4月10日(日) 後藤　浩夫 後藤歯科 北名古屋市中之郷北16 0568-23-7337

2022年4月17日(日) 竹内　祥子 たけうち歯科医院 北名古屋市片場新町35 0568-23-2098

2022年4月24日(日) 松井　寛敬 まつひろファミリー歯科 北名古屋市中之郷四辻5番 0568-48-1570

2022年4月29日(金) 早川　明宏 早川歯科クリニック 北名古屋市熊之庄八幡127-1 0568-26-4618

2022年5月1日(日) 松久　祥子 結デンタルクリニック 北名古屋市石橋郷168 0568-23-0556

2022年5月3日(火) 長谷川　哲也 なごみ歯科 北名古屋市久地野北浦99-1 0568-26-1753

2022年5月4日(水) 鈴木　大司 鈴木歯科医院 北名古屋市沖村岡66 0568-23-9903

2022年5月5日(木) 原　良彦 原歯科医院 北名古屋市鹿田559-1 0568-25-4188

2022年5月8日(日) 藤田　和行 かぐらデンタルクリニック 清須市春日西須ケ畑111-2 052-401-7018

2022年5月15日(日) 菱川　善文 菱川歯科 北名古屋市鹿田廻間72 0568-23-9795

2022年5月22日(日) 加藤　篤識 加藤歯科医院 清須市西枇杷島町花咲20 052-504-0118

2022年5月29日(日) 平岩　慎次 西春歯科 北名古屋市鹿田3494 0568-23-9511

2022年6月5日(日) 坪井　文隆 坪井歯科医院 清須市西枇杷島町弁天58－2 052-501-0228

2022年6月12日(日) 須崎　　明 ぱんだ歯科
北名古屋市西春駅前1-3パティオニシハル
2F

0568-26-3388

2022年6月19日(日) 田辺　敏也 タナベ歯科クリニック 清須市西枇杷島町東六軒23 052-503-3559

2022年6月26日(日) 水野　晴進 水野歯科医院 北名古屋市片場八瀬の木21-2 0568-23-2345

2022年7月3日(日) 建部　康司 建部歯科クリニック 清須市西枇杷島町芳野2-27 052-502-4250

2022年7月10日(日) 山田　康平 なな歯科 北名古屋市鹿田坂巻141 0568-39-4177

2022年7月17日(日) 普山田　宏成 ふやまだ歯科クリニック 清須市西枇杷島町恵比須42-58 052-325-5120

2022年7月18日(月) 久馬　　厚 医療法人旺志会　空港歯科医院 豊山町大字豊場字和合52-1 0568-28-3478

2022年7月24日(日) 西村　康弘 西村歯科医院 清須市西枇杷島町城並三丁目13-18 052-501-8254

2022年7月31日(日) 鈴木　泰男 鈴木歯科医院 豊山町豊場高前68 0568-28-4202

2022年8月7日(日) 水谷　雄造 水谷歯科医院 清須市西枇杷島町南二ツ杁28 052-501-1390

2022年8月11日(木) 寺町　信秀 寺町歯科医院 豊山町大字豊場字神戸194 0568-28-2818

2022年8月14日(日) 石田　勝重 石田歯科 清須市阿原鴨池32 052-401-8088

2022年8月21日(日) 森　　清人 豊山歯科クリニック 豊山町大字青山字東栄70 0568-28-6480

2022年8月28日(日) 深尾　裕和 フカオ歯科医院 清須市土器野299-6 052-400-8762

2022年9月4日(日) 鳥村　勇斗 とりむら歯科クリニック 豊山町豊場高前168 0568-54-2246

2022年9月11日(日) 後藤　武史 ごとう歯科 清須市土器野1-29 052-400-8603

2022年9月18日(日) 鴨川　健太郎 ケンタデンタルクリニック 豊山町大字青山字東川44 0568-28-1281

2022年9月19日(月) 深見　奈々 深見歯科医院 清須市土器野787 052-409-2877

2022年9月23日(金) 三枝樹　明道 みえき歯科 北名古屋市高田寺東の川２番 0568-25-8020

2022年9月25日(日) 山﨑　文廣 ほしのみや歯科矯正歯科 清須市阿原星の宮141-1 052-409-1841

2022年10月2日(日) 天野　錦治 アマノ歯科 北名古屋市九ノ坪白山7-1 0568-25-2348

2022年10月9日(日) 清野　裕三 せいの歯科クリニック 清須市須ヶ口駅前2-8 052-401-4618

2022年10月10日(月) 川崎　智弘 川崎歯科医院 北名古屋市西之保清水田44 0568-22-1130

2022年10月16日(日) 近藤　浩幸 近藤歯科 清須市桃栄二丁目222 052-409-8389

2022年10月23日(日) 木下　昌治 とくしげ歯科 北名古屋市徳重土部56　2階 0568-22-4182

2022年10月30日(日) 林　　　　仁 はやし歯科 清須市東須ヶ口169 052-409-8888

2022年11月3日(木) 関谷　　晋 せきや歯科クリニック 北名古屋市弥靭寺東3-28-2 0568-24-8241

2022年11月6日(日) 横井　隆政 よこい歯科クリニック 清須市鍋片2-175-1 052ｰ408ｰ0451

2022年11月13日(日) 中島　寛一 医療法人東洋会　西春中央歯科 北名古屋市九ノ坪中町39 0568-23-0066

2022年11月20日(日) 横井　　洋 横井歯科医院 清須市土器野371 052-400-2030

2022年11月23日(水) 熊澤　　篤 くまざわ歯科 北名古屋市法成寺ツナギ畑115-1 0568-24-0505

2022年11月27日(日) 加藤　高行 新清洲歯科医院 清須市新清洲一丁目9-1 052-409-6777

2022年12月4日(日) 岡崎　耕典 となりの歯科・矯正歯科 北名古屋市鍛冶ヶ一色村中東94番地 0568-21-4488

2022年12月11日(日) 大前　豪 おおまえ歯科医院 清須市清洲940-3 052-408-0800

2022年12月18日(日) 山村　聡 山村デンタルクリニック 北名古屋市西之保高野89 0568-27-2010

2022年12月25日(日) 髙山　將太 たかやま歯科医院 清須市西田中松本70 052-325-5050

2022年12月29日(木) 鷲津　英樹 えきまえ歯科 北名古屋市九ノ坪東町7-2 0568-25-2000

2022年12月30日(金) 坂井　隆之 さかい歯科口腔外科医院 清須市西田中長堀97 052-401-1182

2022年12月31日(土) 岡本　卓真 あおばファミリー歯科こども歯科 北名古屋市徳重大日16-1 0568-54-2203

2023年1月1日(日) 鬼頭　俊雄 鬼頭西市場歯科医院 清須市西市場6-1-6 052-400-0770

2023年1月2日(月) 深谷　綾子 井上歯科医院 北名古屋市鹿田花の木1 0568-23-2633

2023年1月3日(火) 鬼頭　義郎 鬼頭歯科医院 清須市清洲544番地 052-400-3056

2023年1月8日(日) 荻田　訓久 おぎた歯科医院 北名古屋市六ツ師道毛1-1 0568-21-4777



2023年1月9日(月) 小関　健司 おぜき歯科クリニック 清須市上条2-17-8 052-401-8020

2023年1月15日(日) 佐藤　理之 さとう歯科医院 北名古屋市熊之庄小鳥159 0568-23-8818

2023年1月22日(日) 岡崎　伸一 岡崎歯科 清須市花水木1-10-16 052-400-7236

2023年1月29日(日) 関戸　喜博 関戸歯科医院 北名古屋市鹿田坂巻134 0568-24-1833

2023年2月5日(日) 三輪　和弘 M K 歯科クリニック 清須市廻間1-14-2 052-400-2818

2023年2月11日(土) 川添　正裕 かわぞえ歯科クリニック 北名古屋市鹿田神明附25-1 0568-54-3339

2023年2月12日(日) 田中　勝己 田中歯科 清須市朝日天王11 052-409-8241

2023年2月19日(日) 後藤　　伸 ゴトウ歯科クリニック 北名古屋市久地野北浦8番 0568-25-2133

2023年2月23日(木) 小島　一輝 こじま歯科+KIDS 清須市春日砂賀東71-2 052-400-3113

2023年2月26日(日) 竹内　祥子 たけうち歯科医院 北名古屋市片場新町35 0568-23-2098

2023年3月5日(日) 後藤　浩夫 後藤歯科 北名古屋市中之郷北16 0568-23-7337

2023年3月12日(日) 早川　明宏 早川歯科クリニック 北名古屋市熊之庄八幡127-1 0568-26-4618

2023年3月19日(日) 松井　寛敬 まつひろファミリー歯科 北名古屋市中之郷四辻5番 0568-48-1570

2023年3月21日(火) 長谷川　哲也 なごみ歯科 北名古屋市久地野北浦99-1 0568-26-1753

2023年3月26日(日) 松久　祥子 結デンタルクリニック 北名古屋市石橋郷168 0568-23-0556


