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医療機関名 医師名 電話番号 地区 郵便番号 住　　　　　　　　　　所 往診 診療科

奥田歯科 奥田　久榮 451-4616 上京区 〒602-0044 上・今出川通小川東入北兼康町303　ﾘｰｶﾞﾙ京都御所西１０１ 歯
山村歯科医院 山村　功 415-2525 上京区 〒602-0054 上･飛鳥井町269-3 ○ 歯・口腔外科
福田歯科医院 櫻井　和裕 231-1577 上京区 〒602-0822 上・出町通今出川上る青龍町２２３ ○ 歯・口腔外科
福田歯科医院 福田　健 231-1577 上京区 〒602-0822 上・出町通今出川上る青龍町２２３ ○ 歯・口腔外科
山口歯科医院 山口　貴史 221-5426 上京区 〒602-0856 上・寺町通荒神口上ル荒神町110-2 ○ 歯・口腔外科
はらぐち歯科クリニック 原口　賀光 253-5005 上京区 〒602-0872 上・駒之町561-4 歯
スガノ歯科医院 菅野　泰典 451-2240 上京区 〒602-0916 上・一条通新町東入西日野殿町３８０－１　みどりやビル１Ｆ ○ 歯
加藤歯科医院 加藤　導孝 211-3982 上京区 〒602-8025 上・衣棚丸太町上ル今薬屋町319-6 歯
ふじやま矯正歯科 藤山　光治 252-5571 上京区 〒602-8033 上・小川通丸太町上ル上鍛冶町329番地 矯正歯
中川歯科診療所 中川　徹 451-4445 上京区 〒602-8056 上・東堀川通出水上ル三町目１３－１ ○ 歯・児歯
笹井歯科医院 笹井　優 441-5942 上京区 〒602-8071 上・新町中立売下ル仕丁町３３１－３ ○ 歯
松尾歯科医院 松尾　亮 841-5888 上京区 〒602-8134 上・大宮通丸太町上ル１町目845 ○ 歯
鈴木歯科診療所 鈴木　章一郎 822-4105 上京区 〒602-8148 上・丸太町通堀川西入西丸太町173　メロディハイム二条城102 歯
松林歯科医院 松林　顯 802-4618 上京区 〒602-8151 上・日暮通丸太町上ル西入西院町７４７ ○ 歯
押谷歯科医院 押谷　敏之 841-5250 上京区 〒602-8157 上・千本通下立売下ル小山町８９７ 歯
鈴木歯科医院 鈴木　雅博 811-8711 上京区 〒602-8157 上・千本通丸太町上る東入小山町908-53 ○ 歯
かどのクリニック　歯科 角野　泉 462-2266 上京区 〒602-8342 上・仁和寺街道千本西入五番町165 ○ 歯
嶋森歯科医院 嶋森　純史 462-1856 上京区 〒602-8384 上・今小路通御前西入紙屋川町877 ○ 歯
陳歯科医院 陳　正和 462-2460 上京区 〒602-8384 上・今出川通西大路東入紙屋川町１０３８－２０２　サンライズ北野２Ｆ ○ 歯
なかむら歯科クリニック 中村　真弓 285-2684 上京区 〒602-8411 上・寺之内通堀川西入東西町401　VEGA999　1階 ○ 歯・児歯
なかむら歯科クリニック 中村　大 285-2684 上京区 〒602-8411 上・寺之内通堀川西入東西町401　VEGA999　1階 ○ 歯・児歯
今出川前田歯科医院 前田　潤一郎 441-8668 上京区 〒602-8444 上・西北小路町21-2　クレステージ今出川通り1F ○ 歯・矯正歯・審美歯・児歯

大西歯科医院 大西　正宏 722-0648 北区 〒603-8052 北・上賀茂松本町１３－２ ○ 歯・児歯・口腔外科
きしもと歯科医院 岸本　知弘 441-5959 北区 〒603-8162 北・小山東大野町５２ 歯・児歯・矯正歯
カミタニ歯科 神谷　光男 461-8686 北区 〒603-8363 北・衣笠総門町33-13 ○ 歯・口腔外科・児歯
カミタニ歯科 神谷　光治 461-8686 北区 〒603-8363 北・衣笠総門町33-13 ○ 歯・口腔外科・児歯
森歯科医院 森　忠昭 461-2800 北区 〒603-8363 北・衣笠総門町16-2 ○ 歯
吉田歯科クリニック 吉田　豊克 494-0118 北区 〒603-8406 北・大宮東小野堀町1　エスカローナ五田1F 歯
川口歯科医院 川口　正典 231-5474 中京区 〒604-0026 中・二条通室町西入大恩寺町２５０ ○ 歯
はやせ歯科医院 隼瀬　純次 231-8717 中京区 〒604-0082 中・西洞院通竹屋町下ル毘沙門町４０８ ○ 歯
烏丸ビューティーデンタルクリニック 奥村　令子 213-6474 中京区 〒604-0832 中・間之町通押小路上る鍵屋町481-4プチパレス烏丸御池1F 歯・矯正歯・審美歯科・児歯・妊産婦歯

太田歯科矯正歯科 太田　義之 222-0418 中京区 〒604-0842 中・押小路通烏丸東入西押小路町107 歯・矯正歯
なかい歯科 中居　伸行 252-1020 中京区 〒604-0916 中・寺町通二条上ル要法寺前町724-1 ○ 歯・口腔外科・補綴歯科

たかあき歯科医院 溝尻　貴章 223-6002 中京区 〒604-0924 中・河原町通二条下る一之船入町537-4　京都ホテルオークラB1 歯
うえむら歯科医院 上村　学 212-0846 中京区 〒604-0983 中・麩屋町通夷川上る笹屋町４６７ ○ 歯
太田歯科医院 太田　邦雄 223-0648 中京区 〒604-8004 中・三条通河原町東入中島町113近江屋ビル2F 歯
木屋町近藤歯科医院 近藤　洋文 221-0655 中京区 〒604-8015 中・木屋町通四条上ル鍋屋町216 ○ 歯
山本歯科口腔外科医院 山本　博充 231-1159 中京区 〒604-8035 中・新京極六角下る東入桜之町446 ○ 歯・口腔外科
のうか歯科医院 苗加　好弘 221-0509 中京区 〒604-8123 中・堺町通四条上ル八百屋町553 ○ 歯
中村歯科医院 中村　匡 211-4611 中京区 〒604-8124 中・高倉通四条上ル帯屋町574　高倉ビル２Ｆ 歯
大澤クリニック 大澤　直也 211-3655 中京区 〒604-8142 中・錦小路通東洞院東入西魚屋町６１７ 歯
こもり歯科医院 小森　由子 744-6933 中京区 〒604-8172 中・烏丸通三条上ル場之町592　メディナ烏丸御池2F ○ 歯・児歯
烏丸おいけ歯科クリニック 土谷　裕男 708-8674 中京区 〒604-8187 中・東洞院御池下る笹屋町436-2　シカタビルディング2F 歯
くりた歯科医院 栗田　和則 221-2979 中京区 〒604-8221 中・錦小路通室町西入天神山町282 ○ 歯
菅原歯科医院 菅原　健児 604-8242 中京区 〒604-8242 中・西洞院通六角上ル柳水町93 ○ 歯
木村歯科医院 木村　恒雄 841-9525 中京区 〒604-8402 中・聚楽廻西町119 ○ 歯
俣野歯科医院 俣野　明彦 841-3284 中京区 〒604-8437 中・西ノ京東中合町15 ○ 歯・児歯・口腔外科
西ノ京ふなき歯科クリニック 舟木　健 467-1180 中京区 〒604-8452 中・西ノ京伯楽町22-1 ○ 歯・口腔外科・矯正歯

たけざわ歯科医院 竹澤　保政 813-3215 中京区 〒604-8454 中・西ノ京小堀池町1　サンロード・朱雀1Ｆ 歯・児歯・矯正歯
たけざわ歯科医院 島崎　盾詩 813-3215 中京区 〒604-8454 中・西ノ京小堀池町1　サンロード・朱雀1Ｆ 歯・児歯・矯正歯
かおり歯科医院 山田　香 822-5171 中京区 〒604-8483 中・西ノ京南上合町28　ヴェルデ春日101 歯
かおり歯科医院 山田　邦晶 822-5171 中京区 〒604-8483 中・西ノ京南上合町28　ヴェルデ春日101 歯
斉藤歯科医院 斉藤　至紀 811-5770 中京区 〒604-8811 中・壬生賀陽御所町3-1　京都幸ビル３階 歯
山内歯科医院 山内　利一郎 822-9295 中京区 〒604-8852 中・壬生東大竹町21-1 ○ 歯
吉岡歯科医院 吉岡　孝 842-0418 中京区 〒604-8852 中・壬生東大竹町37 歯
こじま歯科医院 小島　淳一 811-1980 中京区 〒604-8871 中・壬生朱雀町1-21　ボナール・レーブ1F 歯
あきデンタルクリニック 尾﨑　明子 841-8188 中京区 604-8414 中・西ノ京小倉町138　ｼｬﾙｰﾙ・ﾃﾞｭ・ﾎﾞﾜ　二条1F ○ 歯・児歯
かず歯科クリニック 井上　和也 703-0220 左京区 〒606-0024 左・岩倉花園町239-13 歯・口腔外科・児歯
南部歯科医院 南部　洋郎 202-4028 左京区 〒606-0846 左・下鴨北野々神町25番3　ガトージュ北山101 歯・児歯・口腔外科
岡田歯科医院 岡田　尚則 721-8219 左京区 〒606-8104 左・高野竹屋町32-16 ○ 歯・児歯
速水歯科医院 速水　茂 585-4121 左京区 〒606-8356 左・二条通新間之町西入石原町２７９－４ ○ 歯
クリニック守安　歯科・内科・皮フ科 守安　攝子 708-2115 左京区 〒606-8366 左・超勝寺門前町94 ○ 歯
栄歯科医院 吉川　栄博 316-3918 右京区 〒615-0057 右・西院東貝川町36-2 ○ 歯
中村歯科医院 中村　道彦 861-7557 右京区 〒615-0907 右・梅津段町38 ○ 歯
ただ歯科診療所 多田　久也 882-6406 右京区 〒616-8185 右・太秦開日町２１－１９ ○ 歯・児歯
武田淳歯科医院 武田　淳 461-0533 右京区 〒616-8234 右・鳴滝嵯峨園町12 ○ 歯
名古歯科医院 名古　忠弘 882-6487 右京区 〒616-8343 右・嵯峨朝日町2-3 ○ 歯
しばのデンタルクリニック 芝野　潤 813-5123 下京区 〒600-8387 下・高辻大宮町133グレース大宮1階 ○ 歯
下村歯科医院 下村　太郎 351-0813 下京区 〒600-8462 下・西洞院通仏光寺下ル本柳水町775 ○ 歯
平野歯科医院 平野　裕之 221-4934 下京区 〒600-8471 下・四条通西洞院東入新釜座町716 ○ 歯
みほ矯正歯科医院 山中　美穂 748-6880 山科区 〒607-8441 山・上野御所ノ内町4-2大栄ビル4F 矯正歯
中井歯科医院 中井　徹 601-1459 伏見区 〒612-8052 伏･瀬戸物町735番地 歯・口腔外科
肥後歯科口腔外科クリニック 肥後　智樹 963-5831 南区 〒601-8212 南・久世上久世町434 歯・口腔外科・児歯


