
　令和２年度妊婦歯科健康診査指定歯科医療機関一覧
                                                     （令和２年７月１日現在）

診療所名 院長名 所在地 電話番号

1 青葉歯科医院 鈴木裕 石巻市門脇字青葉西33－1 96－6602

2 阿部歯科医院 阿部清一郎 石巻市末広町2－48 96－6546

3 いしのまきグリーン歯科 遠藤勇 石巻市南中里3－16－30 23－2266

4 泉谷歯科医院 泉谷信博 石巻市南中里2－5－33 95－7715

5 植木歯科クリニック 植木裕行 石巻市中里6－10－28 22－0066

6 内海歯科 内海伸宏 石巻市水明北1－1－1 93－3156

7 駅前もりたデンタルクリニック 盛田公明 石巻市穀町12－18 96－6755

8 及川歯科クリニック 及川芳明 石巻市中央1－12－2 95－1243

9 大街道鈴木歯科医院 鈴木肇 石巻市大街道南5－1－17 96－4636

10 かいほく歯科クリニック 鈴木章則 石巻市開北1－2－41 21－6487

11 かとうデンタルクリニック 加藤正次 石巻市向陽町4－5－2 23－8077

12 門脇歯科クリニック 古藤野寿広 石巻市清水町1－10－1 22－6480

13 木村歯科医院 木村祐二 石巻市中央2－10－1 95－8000

14 きらら歯科クリニック 吉田雅行 石巻市蛇田字埣寺1－30 92－9300

15 桑島歯科クリニック 桑島修悦 石巻市向陽町2－3－3 23－2688

16 ことぶき歯科 山本寿則 石巻市わかば3－12－10 98－7750

17 小林歯科クリニック 小林俊一郎 石巻市蛇田字北経塚72－1 92－9889

18 坂井おとなこども歯科 坂井清隆 石巻市中里3－1－11 22－4618

19 さくら町歯科 三浦匠 石巻市さくら町5－7－1 28－5443

20 さくらんぼ歯科クリニック 木村文洋 石巻市あゆみ野1－7－7 93－9339

21 ササキ歯科クリニック 佐々木一久 石巻市大街道北4－6－18 92－1182

22 佐藤歯科医院 佐藤隆保 石巻市東中里2－3－3 96－8778

23 志摩歯科クリニック 志摩修一 石巻市中里2－10－7 96－8595

24 鈴木歯科 鈴木稔 石巻市駅前北通り1－14－29 93－7202

25 鈴木歯科クリニック 鈴木徹 石巻市大街道北3－3－45  93－4182　

26 第一歯科クリニック 三浦克之 石巻市田道町1－6－10 93－6334

27 高城歯科医院 高城靖尚 石巻市恵み野6－5－14 96－7788

28 高砂本家歯科医院 高砂知章 石巻市三和町7－5 24－2311

29 千葉歯科クリニック 千葉明宏 石巻市蛇田字新埣寺206－1 94－1771

30 塚本歯科医院 塚本満志 石巻市渡波町1－7－25 97－3338

31 デンタルクリニック齋藤 齋藤嘉宏 石巻市穀町5－21 23－5566

32 二宮歯科医院 二宮秀一 石巻市大街道南1－4－1 22－5623

33 沼倉歯科医院 沼倉勝美 石巻市鋳銭場2－3 93－8622

34 本郷歯科医院 本郷聡一郎 石巻市蛇田字新丸井戸28－14 22－0775

35 松尾歯科医院 松尾昌一 石巻市清水町2－11－1 25－4830

36 三宅歯科医院 三宅宏之 石巻市千石町4－39 22－1448

37 横山歯科医院 横山大助 石巻市大手町8－10 21－1711

38 おき歯科クリニック 佐藤孝弘 石巻市大森字的場4－5 62－4045

39 こんの歯科クリニック 今野正道 石巻市相野谷字旧屋敷167 62－3010

40 石巻市雄勝歯科診療所 河瀬聡一朗 石巻市雄勝町小島字和田123 25－7421

41 岩渕歯科医院 岩渕淳二 石巻市鹿又字新田町浦58 75－2136

42 中野歯科医院 中野善彦 石巻市広渕字町155－1 73－4118

43 前谷地歯科医院 浅野一郎 石巻市前谷地字黒沢前94－1 72－3985

44 りきまる歯科 力丸靖 石巻市鹿又字道的前１１５ 25－7118
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45 桃豊インター歯科 西村秀一 石巻市桃生町城内字東嶺206－1 76－3337

46 石巻市立牡鹿病院 安住聡 石巻市鮎川浜清崎山7 45－3185

47 赤間歯科医院 赤間力 東松島市矢本字上河戸70－10 82－8255

48 イオンタウン矢本　歯科診療室ミューズ 粟谷一也 東松島市小松字上浮足43 82－6211

49 奥松島歯科クリニック 沼田陽明 東松島市牛網字新下西95－1 87－3937

50 かわしま歯科医院 川島弘 東松島市大曲字寺前36－4 84－1252

51 さんかくデンタルクリニック 赤石孝司 東松島市矢本字関の内1-5 25－5814

52 ちば鷹歯科医院 千葉隆広 東松島市小松字上砂利田34－1 84－1184

53 鳴瀬歯科診療所 五十嵐公英 東松島市牛網字駅前1－2－1 87－2249

54 野蒜ヶ丘歯科医院 三浦真吾 東松島市野蒜ヶ丘2－24－1 98－6611

55 東松島かどわき歯科クリニック 門脇研司 東松島市矢本字穴尻68－4 83－6480

56 藤野歯科クリニック 藤野博 東松島市矢本字大溜24－1 82－8148

57 村松歯科医院 村松正利 東松島市矢本字新沼1 83－2226

58 森歯科医院 森茂樹 東松島市赤井字新川前23－16 83－8241

59 やなぎさわ歯科医院 柳澤賢 東松島市赤井字川前三番159－13 83－1488

60 ヤモト歯科医院 佐藤優 東松島市矢本字新沼203－2 82－3140

61 木村歯科医院 木村裕 女川町鷲神浜字堀切山107－17 53－3510


