
地区名 医療機関名 医療機関住所 医療機関電話番号

仙台 鈴木章歯科医院 仙台市青葉区愛子東3-14-4 022-392-1318
仙台 (医)宮城野歯科医院 仙台市宮城野区銀杏町18-10 022-293-6170
仙台 けやき歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区伊在字東通50-1 022-287-0204
仙台 医療法人恵愛会 台原歯科医院 仙台市青葉区台原四丁目12-3ｾﾙﾊﾞ台原102 022-273-8148
仙台 扇町歯科医院 仙台市宮城野区扇町三丁目2-25みちのくﾋﾞﾙ305 022-239-1337
仙台 岡部歯科医院 仙台市青葉区中央三丁目4-20 022-262-5655
仙台 ｽﾏｲﾙﾊｰﾄささき歯科 仙台市太白区鈎取4-4-51310ｴｽﾍﾞﾗﾝｻ103 022-738-9723
塩釜 郷家第三歯科医院 塩竈市南町5-10 022-362-4571
塩釜 鈴木忠明歯科医院 多賀城市中央二丁目13-11 022-368-0620
塩釜 藤原歯科 多賀城市伝上山二丁目31-45 022-366-4481
塩釜 医)かぜの会 あべ歯科医院･丘の上の歯科医院 宮城郡利府町加瀬字野中沢125-1 022-356-1033
塩釜 刀根歯科医院 宮城郡利府町青葉台三丁目1-85 022-356-7555
塩釜 杉山歯科医院 多賀城市大代五丁目2-1 022-364-6478
塩釜 せいの歯科医院 多賀城市東田中二丁目40-32-102号 022-365-0099
塩釜 ありま歯科医院 多賀城市高橋四丁目2-1 022-389-1182
塩釜 歯科･ｱｲｻﾞﾜﾃﾞﾝﾀﾙ 多賀城市下馬五丁目5-30 022-361-8180
塩釜 永沼歯科ｸﾘﾆｯｸ 塩竈市梅の宮14-10 022-361-1251
塩釜 わかば歯科ｸﾘﾆｯｸ 宮城郡利府町加瀬字石切場1-1ﾖｰｸﾀｳﾝ利府野中内 022-767-5679
塩釜 医療法人ﾌｧﾐﾘｱ歯科 宮城郡松島町高城字町147-6 022-355-6860
塩釜 医)かぜの会 ABEﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 宮城郡松島町高城字町151-4 022-353-9980
岩沼 (医)ﾏｺﾄ歯科医院 亘理郡亘理町字上茨田1-1 0223-34-5135
岩沼 髙藤歯科医院 岩沼市中央二丁目4-11 0223-22-2666
岩沼 鳥の海歯科医院 亘理郡亘理町荒浜字御狩屋103-4 0223-35-3222
岩沼 山形歯科ｸﾘﾆｯｸ 亘理郡亘理町字上茨田15-1 0223-34-2133
岩沼 ﾗｲﾌﾀｳﾝ歯科ｸﾘﾆｯｸ 名取市相互台一丁目11-4 022-386-1825
岩沼 遠藤歯科医院 岩沼市二木一丁目14-21 0223-24-2598
岩沼 塚辺歯科医院 岩沼市藤浪一丁目3-22 0223-24-2211
岩沼 大手町歯科ｸﾘﾆｯｸ 岩沼市大手町3-15 0223-23-4618
岩沼 ささき歯科 名取市名取が丘二丁目3-4 022-383-8849
岩沼 あいﾀｳﾝ歯科ｸﾘﾆｯｸ 岩沼市たけくま二丁目3-66 0223-23-6480
岩沼 いけだ歯科ｸﾘﾆｯｸ 名取市杜せきのした一丁目2-22 022-383-6480
岩沼 たきた歯科 名取市杜せきのした五丁目4-1 022-383-8239
岩沼 医療法人社団勝和会 優歯科医院 名取市増田二丁目3-39ｱﾝｿﾚｲﾕ名取1F 022-383-7377
柴田 村上歯科医院 柴田郡大河原町字南79-1 0224-53-3563
柴田 大沼歯科医院 柴田郡村田町大字村田字西48 0224-83-4395
柴田 国保川崎病院 柴田郡川崎町大字前川字北原23-1 0224-84-2119
柴田 玉野井歯科医院 柴田郡柴田町船岡上大原20-6 0224-57-1711
柴田 さくら歯科 柴田郡大河原町字東新町6-9 0224-52-3900
柴田 いのうえ歯科医院 柴田郡大河原町字新東32-7 0224-53-8020
柴田 ｽｴﾋﾛﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 柴田郡大河原町大谷字末広45-1 0224-53-4390
白石 (医)社団真壁歯科医院 刈田郡蔵王町宮字井戸井前42 0224-32-3122
白石 亘理歯科医院 白石市字亘理町45 0224-26-2563
白石 村上歯科医院 刈田郡蔵王町大字円田字西浦上2-2 0224-33-4125
白石 谷津歯科医院 白石市字延命寺北16-2 0224-26-3254
白石 千木良ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 白石市沢端町1-28 0224-26-1131
白石 けんじ歯科ｸﾘﾆｯｸ 白石市西益岡町1-8 0224-25-9933
角田 大久保歯科医院 角田市角田字南78 0224-62-4084
石巻 山本歯科医院 石巻市中央一丁目6-17 0225-96-0118
石巻 遠谷歯科医院 石巻市南中里三丁目6-12 0225-96-6648
石巻 松尾歯科医院 石巻市清水町二丁目11-1 0225-25-4830
石巻 泉谷歯科医院 石巻市南中里二丁目5-33 0225-95-7715
石巻 村松歯科医院 東松島市矢本字新沼1 0225-83-2226
石巻 本郷歯科医院 石巻市蛇田字新丸井戸28-14 0225-22-0775
石巻 かとうﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 石巻市向陽町四丁目5-2 0225-23-8077
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石巻 ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸことうの 石巻市開北二丁目16-17 0225-21-8270
石巻 おき歯科ｸﾘﾆｯｸ 石巻市大森字的場4-5 0225-62-4045
石巻 ﾔﾓﾄ歯科医院 東松島市矢本字新沼203-2 0225-82-3140
大崎 高橋歯科診療所 大崎市古川荒谷新小道26-1 0229-28-3711
大崎 徳永歯科医院 大崎市古川駅南一丁目89-2 0229-23-0188
大崎 野田歯科医院 遠田郡美里町大柳字明神1-8 0229-58-1881
大崎 前原歯科ｸﾘﾆｯｸ 大崎市岩出山字二ﾉ構12-11 0229-72-4180
大崎 しろやま歯科医院 遠田郡涌谷町涌谷字下町19-2 0229-43-2363
大崎 つのだ歯科ｸﾘﾆｯｸ 大崎市三本木字北町78-1 0229-52-5510
大崎 (医)星陸会柳沢歯科医院 大崎市田尻字町187 0229-39-0114
大崎 歯科なおきｸﾘﾆｯｸ 大崎市古川穂波六丁目1-5 0229-24-8241
登米 よねやま歯科診療所 登米市米山町西野字西裏39 0220-55-3300
登米 登米中田佐藤歯科ｸﾘﾆｯｸ 登米市中田町石森字新蓬田10 0220-34-4888
登米 高橋歯科医院 登米市登米町寺池目子待井25-1 0220-52-3210
登米 水の里歯科 登米市東和町米谷字元町200 0220-42-3715
登米 津山歯科診療所 登米市津山町柳津字形沼150-55 0225-68-3244
栗原 (医)有朋会かさま歯科医院 栗原市若柳字川南南大通8-17 0228-32-6331
栗原 (医)社団飛翔会小田島歯科医院 栗原市志波姫新原290 0228-23-8148
栗原 中嶋歯科医院 栗原市若柳字川北新町55 0228-32-3758
栗原 くが歯科医院 栗原市築館字下宮野八幡下214-1 0228-23-3748
栗原 庵原歯科医院 栗原市若柳字川北新町101-5 0228-32-2588
栗原 太宰歯科医院 栗原市栗駒岩ヶ崎六日町41 0228-45-1265
栗原 くりこまﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 栗原市栗駒岩ヶ崎下町裏119-3 0228-49-3447

気仙沼 熊谷歯科医院 気仙沼市八日町二丁目3-11 0226-23-2211
気仙沼 大谷仮設歯科診療所 気仙沼市本吉町三島23-1 0226-44-3131
気仙沼 みうら歯科ｸﾘﾆｯｸ 気仙沼市長磯船原1-1 0226-27-4145
気仙沼 志津川仮設歯科診療所 本吉郡南三陸町志津川字沼田150-115 0226-46-5678
気仙沼 田中前加藤歯科医院 気仙沼市田中前一丁目4-7 0226-22-1167
気仙沼 医療法人社団万仁堂 三浦齒科醫院 気仙沼市本吉町津谷明戸24-2 0226-42-2418


