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富士吉田市

医療機関名 医師名 標榜診療科 住所 電話番号

あきやま歯科クリニック 秋山　佳英 歯科 〒 403-0009 富士吉田市富士見1-8-1 0555-24-8049

あすみ歯科・矯正歯科クリニック桑原　幹夫 歯科・小児歯科・矯正歯科 〒 403-0003 富士吉田市大明見1-2-1 0555-73-8417

天野歯科医院 天野　高宏 歯科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田2-3-7 0555-22-0322

和歯科クリニック 渡辺　和俊 歯科 〒 403-0011 富士吉田市新倉157 0555-22-1180

希代歯科医院 希代　忠男 歯科一般 〒 403-0016 富士吉田市新西原2-24-5 0555-24-2918

幸町歯科 天野　義丸 歯科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田5-30-11 0555-24-3882

田邊歯科医院 田邊　靖喜 歯科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田1-3-12 0555-22-0332

中沢歯科医院 中沢　貞雄 一般歯科 〒 403-0005 富士吉田市上吉田70 0555-23-4182

中村歯科医院 中村　研一 歯科一般 〒 403-0013 富士吉田市緑ヶ丘1-4-11 0555-23-6650

羽田歯科医院 羽田　敏朗 歯科 〒 403-0012 富士吉田市旭1-7-16 0555-24-2467

ひまわり歯科医院 中村　英二 歯科一般 〒 403-0005 富士吉田市上吉田2-11-2 0555-22-7700

白須　弘道

白須　優子

三浦一之歯科医院 三浦　一之 歯科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田9-34-12 0555-24-2828

渡辺歯科医院 渡辺　秀昭 歯科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田3-4-1 0555-22-0368

ワタナベ歯科 渡辺　謙司 歯科 〒 403-0005 富士吉田市上吉田3626-9 0555-23-5454

渡辺（公）歯科医院 渡辺　佑一 歯科 〒 403-0005 富士吉田市上吉田1-10-17 0555-22-1597

富士河口湖町
医療機関名 医師名 標榜診療科 郵便番号 住所 電話番号

井出　公一

井出　富美子

井出歯科医院 井出　郊美 歯科 〒 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津920 0555-72-0256

湖南歯科医院 渡辺　寿 一般歯科 〒 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津651-4 0555-73-1469

佐野歯科医院 佐野　一匡 歯科 〒 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津1514 0555-72-0560

山道歯科医院 渡辺　尚敏 一般歯科 〒 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津977 0555-72-2206

しらかべ歯科医院 白壁　正光 歯科一般 〒 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津7597-10555-72-4182

聖仁会　すみ歯科医院 鷲見　浩平 歯科 〒 401-0302 南都留郡富士河口湖町小立1945 0555-73-3001

大門歯科医院 渡辺　一樹
一般歯科・小児歯科・歯科口腔
外科

〒 401-0302 南都留郡富士河口湖町小立2126 0555-72-5585

藤久保歯科医院 渡辺　裕俊 歯科 〒 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津2162 0555-73-3759

渡辺歯科医院 持山　勇喜 歯科 〒 401-0301 南都留郡冨士河口湖町船津1455-20555-73-1375

鳴沢村

医療機関名 医師名 標榜診療科 住所 電話番号

安富歯科医院 安富　和宏 歯科・小児歯科 〒 401-0320 南都留郡鳴沢村2150 0555-85-3955

0555-72-0109

山梨赤十字病院医療連携歯科登録医一覧

郵便番号

郵便番号

マーブル歯科 歯科・小児歯科・障害者歯科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田4-7-22 0555-23-6165

井ビシ歯科医院 歯科 〒

周術期研修終了医療機関

南都留郡富士河口湖町船津3495401-0301



忍野村

医療機関名 医師名 標榜診療科 住所 電話番号

いあい歯科 渡邉　松芳 歯科 〒 401-0512 南都留郡忍野村内野2006 0555-84-2007

おしの歯科医院 山田　由香里 歯科 〒 401-0511 南都留郡忍野村忍草1400-67 0555-28-7272

山中湖村

医療機関名 医師名 標榜診療科 住所 電話番号

山中湖村診療所歯科 高村　敬純 歯科 〒 401-0501 南都留郡山中湖村山中12 0555-61-1740

西桂町

医療機関名 医師名 標榜診療科 住所 電話番号

シマダ歯科医院 樽澤　優子 一般歯科 〒 403-0022 南都留郡西桂町小沼1712-2 0555-25-3418

渡辺歯科医院 渡辺　聡 歯科 〒 403-0022 南都留郡西桂町小沼1507 0555-25-3663

都留市

医療機関名 医師名 標榜診療科 住所 電話番号

秋山歯科医院 秋山　成二 歯科 〒 402-0053 都留市下谷6-12-6 0554-45-2233

カムカム歯科医院 渡邉　正哉 一般歯科・小児歯科 〒 402-0051 都留市下谷3-4-17 0554-56-7111

たんぽぽ歯科医院 小俣　徹 歯科 〒 402-0056 都留市つる3-4-23 0554-45-6480

米山歯科医院 米山　泰雄 歯科 〒 402-0034 都留市桂町875-1 0554-43-8589

大月市

医療機関名 医師名 標榜診療科 郵便番号 住所 電話番号

小泉歯科医院 小泉　直也 歯科一般・小児歯科・口腔外科 〒 409-0623 大月市七保町葛野1510-1 0554-22-7000

佐藤歯科クリニック 佐藤　昇 歯科 〒 401-0015 大月市大月町花咲1271-31 0554-23-0852

道志村
医療機関名 医師名 標榜診療科 郵便番号 住所 電話番号

道志村国民健康保険歯科
診療所

水越　三弘 歯科 〒 402-0200 南都留郡道志村７７１０ 0554-52-2155

郵便番号

郵便番号

郵便番号

郵便番号


