
葵　区 葵　区　（つづき）
地区 歯科医療機関名 住　所 TEL 地区 歯科医療機関名 住　所 TEL 地区 歯科医療機関名 住　所 TEL 地区 歯科医療機関名 住　所 TEL

Ｎデンタルオフィス　ホワイトエッセンス静岡 葵区呉服町二丁目8-9　アクロス辻源ビル3F 252-6565 尾崎歯科医院 葵区北番町90 271-5430 井宮 牧野歯科医院 葵区籠上11-1 251-7522 服織 エルム歯科 葵区山崎一丁目25-32 278-3131

エンゼル矯正歯科・小児歯科クリニック 葵区紺屋町1-3　岩久本店ビル３Ｆ 221-5811 八田歯科医院 葵区北番町142-3 255-1245 クリスタル歯科 葵区新伝馬三丁目3-7 253-6666 服織西 おきつ歯科医院 葵区新間1053 278-7800

大石歯科医院 葵区紺屋町6-10 252-0805 望月歯科医院 葵区神明町100 254-2633 佐藤歯科クリニック 葵区昭府二丁目6-17 272-8214 酒詰歯科医院 葵区大原1002-1 270-1914

おぎ原歯科医院 葵区七間町13-10　ｱﾄﾗﾝﾀﾋﾞﾙ2Ｆ 252-4897 ヤマシタ歯科医院 葵区末広町65-1　プレステージ末広1Ｆ 272-5855 わかば歯科クリニック 葵区新伝馬三丁目23-32 250-8194 ながの歯科医院 葵区富沢３６９ 270-1919

小澤歯科医院 葵区常磐町二丁目5-7 252-1803 あおば歯科クリニック 葵区緑町7-18 209-1110 きたじま歯科医院 葵区上伝馬12-30 271-1180 木下医院　歯科 葵区与左衛門新田39-10 296-0015

可知歯科医院 葵区西草深町31-13 245-4620 勝田歯科医院 葵区春日町13 246-8644 わたなべ歯科クリニック 葵区松富二丁目1-56 271-2711 高橋歯科医院 葵区安倍口新田68-3 296-6302

加藤歯科医院 葵区西草深町20-1 252-5079 吉川歯科医院 葵区上足洗一丁目8-60 247-8000 服織 石上歯科医院 葵区羽鳥四丁目4-31 278-1000 井川 井川診療所歯科 葵区井川1133-2 260-2300

川口歯科医院 葵区追手町2-16 252-3676 スズカケ歯科医院 葵区城東町29-1 248-6474 駿　河　区
河村歯科医院 葵区車町52 252-4688 田中歯科医院 葵区上足洗一丁目1-34 245-4503 地区 歯科医療機関名 住　所 TEL 地区 歯科医療機関名 住　所 TEL

小林歯科医院 葵区両替町二丁目4-2　小林ビル4Ｆ 272-6480 太田歯科クリニック 葵区安東二丁目21-23 247-0505 オリエント歯科医院 駿河区南町10-6 281-8488 大森歯科医院 駿河区敷地一丁目15-20 236-6661

是永歯科医院 葵区上石町5-6 252-4581 加藤歯科医院 葵区北安東二丁目2-9 245-5362 しみず小児歯科 駿河区南町18-2 202-0005 小澤歯科クリニック 駿河区敷地二丁目10-24 237-7272

坂本歯科医院 葵区黒金町49　パルシェ7Ｆ 254-2074 森本歯科クリニック 葵区安東二丁目7-13 200-3838 新庄歯科医院 駿河区八幡五丁目4-8 282-3463 かくた歯科医院 駿河区宮竹二丁目16-22 237-2005

静岡県職員互助会診療所歯科 葵区追手町9-6　県庁東館15Ｆ 221-2397 吉野歯科医院 葵区大岩二丁目26-13 245-2292 竹下歯科医院 駿河区八幡二丁目14-20 285-5004 加藤歯科医院 駿河区宮竹一丁目4-18 237-3515

敬天堂歯科呉服町クリニック 葵区呉服町一丁目4-6　松浦ビル2Ｆ 255-5125 くりやま歯科 葵区大岩四丁目24-1 246-4554 中野歯科医院 駿河区八幡二丁目2-14 281-8844 庵之下歯科医院 駿河区曲金六丁目1-32 285-4035

セキネ歯科クリニック 葵区安東一丁目7-3 209-5115 スマイル歯科クリニック 葵区岳美9-23 245-2044 ワタナベ歯科第二クリニック 駿河区大和一丁目5-16 285-8400 いしかわ歯科 駿河区豊田一丁目4-7 285-4520

第一歯科診療室 葵区御幸町4-2 272-1351 仲野歯科医院 葵区城北二丁目3-7 247-0461 大石歯科医院 駿河区泉町1-14 285-3528 静岡済生会総合病院 駿河区小鹿一丁目1-1 285-6171

竹下歯科医院 葵区七間町15-1 253-4244 溝口歯科医院 葵区北安東四丁目1-18 246-5735 北島歯科医院 駿河区馬渕二丁目4-22 285-5064 竹島歯科医院 駿河区小鹿二丁目1-2 285-0521

チワタ歯科医院 葵区呉服町二丁目1-3 252-5410 山内歯科医院 葵区北安東四丁目28-31 248-4327 多田歯科医院 駿河区馬渕三丁目1-17 282-1011 中島歯科医院 駿河区曲金三丁目5-37 282-9212

遠山歯科医院 葵区上石町7-3 252-5395 山本歯科医院 葵区唐瀬一丁目3-35 245-9838 トシデンタルクリニック 駿河区中田一丁目5-1-1Ｆ 282-6480 仲野歯科医院 駿河区小黒一丁目1-17 285-3946

鳥居歯科医院 葵区安東一丁目23-2 247-2966 大石歯科医院 葵区上足洗四丁目4-5-2 245-2777 仁科歯科医院 駿河区馬渕三丁目12-14 283-4555 のぞみ歯科 駿河区曲金三丁目1-5　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ静岡店2F 284-3741

トリス歯科 葵区七間町3-4　七間町ハイム3Ｆ 255-0703 かわもり歯科 葵区千代田1-15-34 247-5990 ふくま歯科クリニック 駿河区馬渕四丁目11-10 287-0044 はじめ歯科医院 駿河区曲金四丁目13-7 282-2552

中町歯科医院 葵区中町7-2　沢野ビル2Ｆ 254-7787 杉山歯科医院 葵区竜南三丁目16-25 209-1155 ポプラ歯科 駿河区馬渕四丁目16-40 283-4940 ひろ歯科クリニック 駿河区曲金六丁目4-20-101 280-1200

原歯科医院 葵区安東一丁目5-22 245-3122 トモノ歯科・口腔外科クリニック 葵区千代田1-11 200-5600 松田歯科医院 駿河区中田一丁目13-11 285-3754 ひらたデンタルクリニック 駿河区曲金七丁目9-33 284-0054

森田歯科医院 葵区安東一丁目22-25 247-7238 フタバ歯科 葵区千代田四丁目3-19 245-9898 やまだ歯科 駿河区馬渕二丁目11-6 286-6400 石井歯科クリニック 駿河区池田805 270-6727

ヤマダ歯科 葵区紺屋町13-1 252-3662 みまつ渡辺歯科医院 葵区千代田一丁目3-7 209-1133 ライオン歯科中田クリニック 駿河区中田本町21-28 284-8400 鳥巣歯科医院 駿河区池田243-3 263-5322

山元歯科医院 葵区紺屋町7-7　ｻﾝﾋﾟｱﾚﾋﾞﾙ5Ｆ 254-0011 安竹歯科医院 葵区北安東一丁目29-1 246-6333 リンデン歯科医院 駿河区大坪町14-13 283-2030 羽田歯科医院 駿河区小鹿856-3 284-1611

今村歯科医院 葵区新通2-1-20 253-0543 竜南歯科医院 葵区城北28-1 247-3121 渡辺歯科医院 駿河区中田二丁目4-32 285-8260 ますだ歯科 駿河区聖一色424-6 264-7610

鈴木歯科医院 葵区双葉町9-5 253-6663 五井歯科医院 葵区古庄三丁目19-34 261-8501 アオキ歯科医院 駿河区中田三丁目1-41 285-8511 大谷 若尾歯科医院 駿河区大谷3696-15 237-1122

中舘歯科診療所 葵区新通一丁目8-18 254-6612 土屋歯科医院 葵区千代田七丁目9-38 263-6305 青木歯科石田クリニック 駿河区石田三丁目5-26 289-8042 静岡徳洲会病院歯科口腔外科 駿河区下川原南11-1 256-8008

八木歯科医院 葵区駒形通二丁目7-13 252-3895 なお歯科医院 葵区長沼二丁目15-13 295-9907 SBS静岡健康増進センター歯科室 駿河区登呂三丁目1-1 282-1109 永野歯科医院 駿河区下川原二丁目22-18 258-8241

駒形 石崎歯科医院 葵区駒形通六丁目9-2 251-7448 長沼歯科クリニック 葵区長沼二丁目14-3 265-5303 小嶋デンタルクリニック 駿河区石田三丁目11-32 654-1020 はせがわ歯科 駿河区下川原六丁目19-6 258-8488

柴田歯科医院 葵区田町二丁目37 253-2244 根本歯科医院 葵区沓谷五丁目13-5 208-1991 髙成田歯科医院 駿河区石田一丁目10-1 285-3702 ひかり歯科医院 駿河区下川原六丁目26-38 257-8888

下村歯科医院 葵区上新富町5-6 252-4843 溝口歯科クリニック 葵区古庄二丁目15-24 208-6480 萩原歯科医院 駿河区登呂五丁目11-23 283-0170 安倍歯科医院 駿河区みずほ四丁目9-3 257-5201

桂歯科クリニック 葵区四番町2-10 272-3774 やまぐち桂歯科医院 葵区沓谷四丁目1-23 248-0456 松﨑デンタルオフィス 駿河区石田一丁目3-21 287-7363 狩野歯科 駿河区みずほ一丁目26-3 258-1204

塚田歯科医院 葵区土太夫町17-1　さくらビル2Ｆ 271-5511 赤堀歯科医院 葵区南沼上二丁目13-1 263-7858 秋山歯科医院 駿河区有東三丁目4-47 285-8241 グリーンデンタルクリニック 駿河区上川原8-3 257-2628

永田歯科医院 葵区新富町三丁目34-3 254-6730 田中歯科 葵区川合三丁目3-13 264-1311 サニー歯科医院 駿河区有東三丁目9-24 285-7164 スミス歯科医院 駿河区東新田一丁目1-46 256-4416

ニシナ歯科医院 葵区田町一丁目1-3 252-7409 山田歯科医院 葵区東千代田二丁目26-54 261-2200 司馬歯科医院 駿河区有東一丁目16-5 282-8241 むろい歯科医院 駿河区みずほ二丁目17-10 257-0005

麻生歯科クリニック 葵区春日二丁目12－5　ＡＳＯビル2Ｆ 275-0520 麻機歯科医院 葵区北一丁目3-1 247-7108 あんぽ歯科医院 駿河区西中原一丁目6-33 281-1180 メロディー歯科 駿河区東新田一丁目11-26 258-6558

アローン歯科 葵区日出町1-7 254-8820 のなか歯科医院 葵区北五丁目27-5 247-5580 石上歯科医院 駿河区中原340 285-5321 八木歯科東新田クリニック 駿河区東新田四丁目11-16 258-7555

いいやま歯科 葵区鷹匠三丁目2-4　 いいやまビル1Ｆ 209-1180 髙良歯科・小児歯科医院 葵区瀬名川一丁目21-17　ｻﾝｸﾚｽﾄ1F 655-7400 佐塚歯科クリニック 駿河区宮本町8-32 286-6936 吉川歯科クリニック 駿河区用宗四丁目16-10 259-5011

音羽歯科クリニック 葵区音羽町20-12 251-3011 トヨタ歯科医院 葵区瀬名中央四丁目7-15　ﾓﾝﾚｰﾌﾞ瀬名103 264-2244 深沢歯科医院 駿河区中村町202-3 288-0834 竹内歯科医院 駿河区広野三丁目9-1 259-9589

片山歯科クリニック 葵区鷹匠一丁目１－１　新静岡セノバ５階 271-8228 長井歯科口腔外科 葵区瀬名中央四丁目5-65 267-2221 やよい歯科医院 駿河区中村町12番地の３ 281-0048 竹下歯科医院 駿河区用宗一丁目27-14 256-2772

かみや歯科 葵区鷹匠三丁目18-4 209-1188 フレンド歯科 葵区南瀬名町4-20 263-8832 大里東 たなか歯科クリニック 駿河区高松1817-1 237-7110 藤本歯科医院 駿河区用宗四丁目6-24 256-0418

かわした歯科クリニック 葵区鷹匠一丁目3-11 250-0118 すえのぶクローバー歯科医院 葵区瀬名一丁目14-3 294-8383 歯科ファーストスマイル 駿河区西脇302　1F 284-4864 北村歯科医院 駿河区丸子四丁目19-1 259-1523

住建ビル歯科 葵区伝馬町24-2　レオパレス静岡ビル4Ｆ 255-0759 さつき歯科医院 葵区瀬名二丁目25-11 261-1340 なつめ歯科医院 駿河区西脇682 スカイプラザおか１０Ａ 285-9927 澤野歯科クリニック 駿河区寺田111-3 260-4636

高林歯科医院 葵区鷹匠二丁目11-11 253-7446 はらき歯科医院 葵区瀬名五丁目15-8 265-1212 増井歯科医院 駿河区中島705-24 285-5877 土井歯科医院 駿河区丸子一丁目6-68 256-5611

てんま歯科 葵区伝馬町16-9 253-5572 大村歯科医院 葵区籠上5-2 271-3397 麻生キッズデンタルパーク 駿河区栗原15-16 655-2525 石田歯科医院 駿河区手越原264-12 258-4111

久永歯科医院 葵区音羽町23-13 272-8148 曽根歯科医院 葵区籠上9-21 253-4618 寺尾歯科医院 駿河区国吉田四丁目6-30 261-6242 近藤歯科医院 駿河区手越122-5 259-9617

八木歯科 葵区伝馬町3-1　深尾ビル4Ｆ 251-4151 ほり歯科医院 葵区新伝馬一丁目4-50 653-2323 ユリの木歯科医院 駿河区国吉田四丁目20-19 267-7575
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清　水　区
地区 歯科医療機関名 住　所 TEL 地区 歯科医療機関名 住　所 TEL

小宮山医院歯科 清水区宮下町9-10 367-3888 三保 宮城島歯科医院 清水区三保312-9 334-2401 妊娠するとホルモンバランスの変化やつわりによる歯みがき不足などが原因で、
志茂野歯科医院 清水区秋吉町2-41 366-6812 タムラ歯科 清水区石川新町1-20 364-8244 歯肉が腫れやすくなったり、むし歯になりやすい状態となります。
続歯科医院 清水区辻一丁目1-12青木ビル３F 367-0713 つかはら歯科医院 清水区下野西3-20 364-8889 また出産後は、ご自身の歯や口のことは後回しになりがちです。
高尾歯科 清水区辻五丁目1-40 364-3881 中村デンタルクリニック 清水区高橋四丁目21-24 371-5118 赤ちゃんが生まれる前に、歯科健康診査と必要な治療を受けておきましょう。
やまだ歯科クリニック 清水区矢倉町5-5 376-5433 いぬい歯科医院 清水区押切939-15 625-5100

井川歯科医院 清水区江尻町10-28 364-3310 うちの歯科クリニック 清水区鳥坂1207-1 348-8188

小芝町歯科クリニック 清水区小芝町4-3 376-6476 おおつか歯科 清水区押切1704 347-9177

河野歯科医院 清水区宮代町9-9 367-1111 グリーン歯科 清水区天王南4-20 364-8714

かわはら歯科 清水区天神一丁目11-9 361-0808 クリタ歯科医院 清水区押切1165-1 348-3677

恵愛歯科医院 清水区天神二丁目5-1 367-0118 岩上歯科医院 清水区有度本町3-17 345-8032

佐々木歯科医院 清水区江尻町10-12 366-5449 大石歯科医院 清水区北脇196-9 345-8565

あおやぎ歯科 清水区追分一丁目3-37 366-6480 大野歯科医院 清水区七ッ新屋二丁目6-11 345-5898

朝浪歯科医院 清水区入江一丁目8-28 366-5459 河村歯科医院 清水区草薙三丁目5-20 347-1402

いとう歯科医院 清水区鶴舞町3-17 367-4181 くさなぎ歯科クリニック 清水区中之郷一丁目9-30 344-5000

土屋歯科クリニック 清水区元城町7-37 364-8888 杉山歯科医院 清水区馬走北1-3 347-0505

MOTOデンタルクリニック 清水区渋川278-3 388-9901 瀧歯科医院 清水区谷田1-1 345-7766

朝波歯科医院 清水区上清水町3-10 351-0321 日本平デンタルクリニック
清水区草薙一丁目3-15
グラソード草薙２階

368-6617

安部歯科医院 清水区千歳町2-8-1 352-2954 ハセベ歯科医院 清水区中之郷一丁目11-15 346-3477

天野歯科医院 清水区巴町10-9 353-1484 ひぐち歯科 清水区草薙一里山23-10 348-8140

兼子歯科医院 清水区万世町二丁目7-4 351-0559 ほりば歯科 清水区草薙三丁目13-7 340-3596

河村歯科医院 清水区万世町一丁目6-29 352-5457 本郷歯科クリニック 清水区上原1-6-16　ｲｵﾝ清水店2F 349-7770

あさみ歯科医院 清水区下清水町6-15 352-9993 本間歯科医院 清水区草薙一丁目8-3 345-2709

井川歯科医院 清水区神田町1-37 352-7270 まさ歯科クリニック 清水区長崎732 348-5086

エガワ歯科医院 清水区梅田町2-1 351-1271 わかお歯科クリニック 清水区有東坂3-1 345-1555

こじま歯科医院 清水区岡町3-23 352-2345 鈴木歯科医院 清水区庵原町593-3 366-1234

さくらばし歯科医院 清水区桜ヶ丘町1-5 353-7170 つちや歯科 清水区庵原町134-19 365-8707

東海歯科 清水区堂林二丁目15-16 352-7328 井川歯科医院 清水区興津中町398-3 369-0262

深松歯科医院 清水区西高町8-3 353-4180 エンゼル歯科 清水区興津中町１３５４－４ 369-2250

江川（八千代）歯科医院 清水区八千代町9-24 352-2956 大関歯科医院 清水区興津中町87 369-0418

小沢歯科 清水区北矢部町一丁目14-1 352-2211 大塔歯科クリニック 清水区八木間町1701 369-3434

名取歯科医院 清水区港町一丁目2-17 353-7272 しんかい歯科クリニック 清水区八木間町1663-5 369-7000

平岡歯科医院 清水区北矢部町二丁目11-20 352-1158 樋口歯科医院 清水区興津本町217 369-0427

前田歯科医院 清水区富士見町2-17 352-3750 小島 坂本歯科医院 清水区小島町256-1 393-2108

安藤歯科クリニック 清水区木の下町213 345-0446 宇佐美歯科医院 清水区蒲原3-23-12 385-2021 【利用できる時期】 概ね妊娠１６～２７週
太陽歯科 清水区大坪二丁目5-38　大村ビル1F 347-1811 大野歯科医院 清水区蒲原新田2-13-2 388-2648 これ以降に受診されるときには、かかりつけ産科医師や助産師とご相談ください。
相原歯科 清水区村松原一丁目3-30 336-0700 折原歯科医院 清水区蒲原新栄145-2 385-4180

オオタキ歯科医院 清水区緑ヶ丘町18-43 335-8241 はまかぜ歯科 清水区蒲原堰沢180-1 385-2182 【　持　ち　物　】 妊婦歯科健康診査受診票、母子健康手帳
今村歯科医院 清水区港南町16-7 334-9741 安藤歯科医院 清水区由比町屋原126 375-3035

すずき歯科 清水区駒越南町1-11 335-6767 角田歯科医院 清水区由比307-1 375-2064 【　費　　　用　】 無料
折戸 中根歯科医院 清水区折戸五丁目1-11 336-1818 平田歯科医院 清水区由比町屋原156-3 375-5255

望月歯科医院 清水区由比432-4 376-0072 【受　診　方　法】 静岡市が委託契約している歯科医療機関へ予約をして受診してください。

【注　意　事　項】 妊婦歯科健康診査受診票では歯科治療と併用してのご利用はできませんので

ご注意ください。

江尻

辻

駒越

飯田

庵原

入江

不二見

由比

浜田

船越

清水

蒲原

有度

岡

高部

興津

 妊婦歯科健康診査についてのお問い合わせは 
 静岡市役所 子ども家庭課 母子保健係  電話 ３５４－２６４７ へ 

妊娠中のお口の中を放っておくと大変なことに・・・ 
む し 歯  

つわりによる歯みがき不足やホルモンバランスの
変化により口の中が酸性に傾きやすい状態に！ 
口の中が酸性に傾くと、むし歯になりやすいので、 
日頃のていねいなブラッシングで予防しましょう。 
歯みがきが出来ない場合はせめてうがいだけでも 
心がけましょう。  
ママや家族のお口の中にむし歯菌がたくさんいる
と、赤ちゃんのお口の中への感染の割合が高まり
ます。   歯 周 病  

妊娠すると増える女性ホルモン。女性ホルモン 
は歯周病の原因菌やその他の菌の繁殖を促進す 
るため、歯肉に炎症反応が起こりやすくなりま
す。 
妊娠中のお口のケアがおろそかになってしまう 
と、歯周病が進行する可能性も・・・  
歯周病の妊婦は早産になりやすい！？  
重い歯周病のママは健康な歯肉のママに比べ 
早産・低体重児出産のリスクが高いと言われて
います。 

【問合せ先】 
静岡市役所 子ども家庭課 母子保健係  電話 ３５４－２６４７   

 『 全体の６４％』 という結果からも分かるよう 
に、歯周病はとても身近に潜む病気です。 
歯周病の初期は自覚症状が少なく気づきにくいため、 
特に注意が必要です！！ 


