
TSURUGASHIMA CITY Dental Association坂戸鶴ヶ島歯科医師会

〒350-0226　坂戸市本町 9-5 長峰ビル2 階　TEL・FAX：049-282-5099

坂戸鶴ヶ島歯科医師会

市民の皆様へ
歯科医師会からのご挨拶

　坂戸鶴ヶ島歯科医師会は歯科医学の学問および技術の向上をめざし、安心、安全で良
質な歯科医療を市民の皆様に提供することを目的に設立されました。
　当会では、定期的に研修会などを開催し、会員のレベルアップをはかり、歯科保健活動を
通じて市民の皆様の健康増進に役立ちたいと思っております。
　現在、行政と協力し、ライフステージに応じた下記のような各種歯科保健事業を実施し
ております。

坂戸鶴ヶ島歯科医師会 身近な歯医者さん

●１歳６か月児、２歳児、３歳児健診および
フッ素塗布

● ゆりかご健診（妊娠歯科健診）　　　　　
※現在行政の都合で休止

● 歯周病歯科健診
● 成人歯科保健講座（講話など）

● 歯科医院への通院が困難な方のお宅への
訪問歯科診療

● 連携病院、施設への訪問歯科診療

●小児歯科健診、成人歯科健診、口腔癌健診
●歯のなんでも相談
●健口体操
●虫歯予防ポスターコンクール
●８０２０よい歯のコンクールの同日開催

● 歯科健診の実施
● 就学児健診および保護者に対する歯科講話
● 歯科保健学習会
● 学校保健委員会への参加
● 緊急対応として各学校への外傷歯保存液の

寄贈

● 介護認定委員会への参加
● 地域包括ケアシステム推進委員会への参加
　　・在宅歯科医療推進拠点の設置
　　・歯科出前講座の開設
● 災害時口腔ケア用品の備蓄
● 国保運営協議会への参加
● 鶴ヶ島介護保険運営審議会への参加
● 高齢者見守りネットワークへの参加
● 要保護児童対策地域協議会への参加

歯科保健健診事業1 学校、保育園、幼稚園などの歯科保健事業2

在宅訪問歯科診療3 地域保健活動4

歯と口の健康フェア5
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医療機関名 電話番号 所在地

伊藤歯科医院 285-1677 鶴ヶ島市上広谷 2-29

第一歯科医院 285-6445 鶴ヶ島市中新田 50-3

わかば歯科医院 286-3633 鶴ヶ島市富士見 2-6-16

小峰歯科医院 285-4680 鶴ヶ島市藤金 881-27

岸田歯科第二医院 286-1018 鶴ヶ島市藤金 898-63

タカザワ歯科医院 287-1133 鶴ヶ島市脚折町
3-10-13

片山歯科医院 286-8686 鶴ヶ島市松ヶ丘
2-17-16

山中歯科医院 287-4543 鶴ヶ島市脚折町 3-18-3

おにまる歯科医院 287-4333 鶴ヶ島市上広谷
13-3-103

しもん歯科 287-5599 鶴ヶ島市脚折町 1-13-5

あおい歯科医院 271-1482 鶴ヶ島市鶴ヶ丘
38-32-2F

ワカバウォーク
歯科 271-0896 鶴ヶ島市富士見

1-2-1-2F
アイデンタル
クリニック 286-8018 鶴ヶ島市新町 2-1-14

伊田歯科医院 292-1717 鶴ヶ島市藤金 332-1

秋山歯科医院 286-5641 鶴ヶ島市脚折 1861-9

若葉駅前歯科 272-3030 鶴ヶ島市藤金 845-4

プラザ若葉歯科 287-1515 鶴ヶ島市上広谷
792-1-101

おひさま歯科 227-3611 鶴ヶ島市藤金 850-72

コウヤマ歯科医院 281-7181 坂戸市緑町 15-6

北坂戸歯科 282-1758 坂戸市芦山町 8-11

中島歯科
クリニック 283-3737 坂戸市薬師町 4-11

三宅歯科医院 282-2143 坂戸市緑町 4-4

中央歯科医院 281-2252 坂戸市末広町 8-22

ホワイト歯科 283-4627 坂戸市千代田 1-1-35

共立歯科医院 283-7111 坂戸市三光町 49-1-1F

西坂戸歯科医院 286-9006 坂戸市西坂戸 2-5-7

関口歯科医院 281-1811 坂戸市善能寺 86

井上歯科
クリニック 289-1182 坂戸市千代田 3-21-1F

医療機関名 電話番号 所在地

千代田歯科医院 289-0648 坂戸市千代田
4-1-13-1F

若宮歯科医院 282-5050 坂戸市成願寺 323-1

安田歯科医院 283-8211 坂戸市紺屋 526-2

戸口歯科医院 283-0131 坂戸市末広町 22-4

平沼歯科医院 282-5099 坂戸市本町 9-5-201

おおば歯科
クリニック 281-7880 坂戸市上吉田 210-1

増野歯科医院 283-2888 坂戸市関間 4-4-21

さくら歯科
クリニック 288-3838 坂戸市塚越 1-4

内田歯科医院 281-0371 坂戸市石井 2030

岸本歯科 284-1408 坂戸市薬師町 23-5

ホワイト歯科
わかば 288-2212 坂戸市塚越 20-20

コウヤマ歯科医院 281-7181 坂戸市緑町 15-6

フラワー歯科 284-9555 坂戸市千代田 4-10-1

かわばた歯科医院 283-8800 坂戸市三光町 43-2

こばやし歯科医院 284-8888 坂戸市日の出町
12-23-1F

あさみ歯科医院 282-3000 坂戸市石井 2403

オーク坂戸歯科 280-3355 坂戸市日の出町 2-15

アートデンタル
クリニック 289-6669 坂戸市南町 6-10

はやと歯科
クリニック 282-7041 坂戸市泉町 3-9-8

もぎデンタル
クリニック 280-3003 坂戸市塚越 1241-2

本田矯正歯科
クリニック 288-4456 坂戸市溝端町 3-10-1F

やまねこ歯科 288-3322 坂戸市千代田 2-8-5

すまいる歯科医院 280-3700 坂戸市仲町 2-9

たな歯科
クリニック 277-3535 坂戸市末広町 2

にっさい歯科 289-1150 坂戸市にっさい花みず
木 2-6-2

せと歯科
クリニック 299-5711

坂戸市にっさい花みず
き 4-16　コモディイイ
ダ坂戸にっさい店１F

みさき歯科． 277-3303 坂戸市新堀 270-1

（市外局番 049）
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