
　出産したら、子どもの健康について　

赤ちゃんが生まれたら

　出生届は、父母の本籍地、所在地または生まれたところの区市町村へ届け出てください。中野
区に届出する場合は戸籍担当（区役所1階2番窓口）または地域事務所（P.78）でお受けしていま
す。
※生まれた日から14日以内にお届けください。

◉合わせて申請しましょう！
　 児童手当（P.19）、乳幼児医療費助成（P.19）、健康保険証（国民健康保険の方は、加入届出が必
要な場合があります。お問い合わせください。（国保資格賦課担当　☎3228-5511）国民健康
保険以外の健康保険証の方は、勤務先で申請をしてください。）

 出生通知票（電子申請可能P.2） 
　赤ちゃんが生まれたら、母子健康手帳の交付時にお渡しする「母と子の保健バッグ」に入って
いる出生通知票に記入し、すこやか福祉センターへ送付してください。

 先天性代謝異常等検査 
　生後5～7日の間に新生児の血液を採血し、生まれつきの代謝異常による病気を早期に発見し
発病をおさえるために東京都が行っています。検査及び申込みは出産する医療機関等で行いま
す。検査料は無料となりますが、採血料等は自己負担となります。東京都以外（里帰り先等）でも
無料で検査が受けられる場合がありますので、該当する市町村担当部署にお問い合わせくださ
い。

 産後サポート事業 
　「ほっこり～の」は初めての育児中のお母さんと赤ちゃん（生後4か月まで）にお勧めしている
講座です。助産師から授乳やお母さん、赤ちゃんの健康管理についてのアドバイスや参加者同士
の情報交換を行います。
　「赤ちゃんがきた！」は、初めての育児中のお母さんとそのお子さんが対象の講座です。生後2
か月から5か月の赤ちゃんをもったお母さんが集まり、赤ちゃんの育ちや生活、育児の悩みなど
保育士等が参加者と一緒にお話しし、情報交換を行います。

 出生届 
戸籍担当　☎3228-5503　℻3228-5653問

P.78　
各すこやか福祉センター

問
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　お子さんの成長を楽しみながら記録し、困ったときの相談機関を掲載しています。

 離乳食講習会（電子申請可能P.2） 
　離乳食の作り方、食品の増やし方、組み合わせ、硬さ等を保護者の方が試食しながら学びます。初
期～中期食コース（5～8か月児頃）、後期食コース（9～12か月児頃）に分けて開催します。（予約制）

 食育講習会 
　お子さんと保護者の方が、健康にも活かせる実践的な「食の体験」を楽しみながら学ぶ講座で
す。

出産・育児支援担当　☎3228-5623問

 産後ケア事業 
　出産後、お母さんの体の回復や赤ちゃんのケアを施設の助産師がお手伝いする宿泊型の
「ショートステイ事業」、通所型の「デイケア事業」、また、産後のお母さんの過ごし方や赤ちゃん
のケアに必要な知識と技術を持ったケア支援者が、産後の悩み相談や赤ちゃんのお世話など、育
児のサポートをご自宅で実施する「ケア支援者派遣事業」がご利用になれます。

 こんにちは赤ちゃん訪問 
　保健師・助産師・看護師がお宅に訪問して、お子さんの発育、健康状態等の確認をしながらお母
さんの健康や子育ての相談をお受けします。里帰り先で出産するとき、里帰り先で訪問サービス
を受けられる場合がありますので、滞在先の区市町村担当部署にお問い合わせください。

 サポートファイル「のびのび」 
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 乳幼児健康診査 
　乳幼児の発育・発達、疾病の有無等を確認し、保健・栄養・歯科相談及び必要時には医療機関の
受診等を勧めています。育児の相談に応じ、情報交換・仲間づくりも行っています。

種類 主な内容

3～4か月児健康診査 発育・発達に関する健診、保健・栄養指導や離乳食とお口の健康・予防接種についてのお話
等を行っています。対象の方へは、個別に通知しています。

6～7か月児健康診査
都内契約医療機関で、一般的な発育・発達に関する健診・保健指導等を行っています。3～
4か月児健康診査の時に、無料の受診票（2回分）を個別にお渡ししています。なお、無料の
受診票は、契約医療機関以外では使用できませんので、ご注意ください。9～10か月児健康診

査

1歳6か月児健康診査 区契約医療機関で、身体・運動・言語・精神発達において、成長著しい1歳6か月から2歳未
満児を対象に健診・保健指導を実施しています。対象の方へは、個別に通知しています。

1歳6か月児
歯科健康診査

1歳6か月から2歳未満児を対象に、お口の発育・発達に関する健診、歯みがき指導等を実
施しています。対象者の方へは、1歳6か月児健康診査と合わせて個別に通知しています。

3歳児健康診査
3歳児歯科健康診査

幼児期において、身体発育、精神発達の両面において最も重要な時期である3歳児を対象
に実施しています。対象の方へは、個別に通知しています。
≪健康診査≫問診、身体計測、尿検査、視力検査、聴力検査、小児科医による診察、保健相
談、心理相談、栄養相談
≪歯科健康診査≫歯科医師によるむし歯、かみ合わせ等の診査・相談。歯科衛生士による
歯みがき、フロス、フッ化物の使用方法等。今後のお口の健康維持の方法についてお話し
ています。

5歳児歯科健康診査
年度内に5歳を迎えるお子さんを対象に、中野区指定歯科医療機関で受診できる歯科健
診をご案内します。乳歯から永久歯に生え変わるむし歯が増えやすいこの時期に、歯の健
康診査やフッ化物塗布をお受けください。お問い合わせは、出産・育児支援担当（☎3228-
5623）まで。

乳幼児経過観察指導
各すこやか福祉センターで、乳幼児健康診査の結果、心身の発育・発達の遅れや心配のあ
るお子さんのその後の経過をフォローします。
健診の対象以外のお子さんでも心配な場合は、ご連絡ください。

乳幼児精密健康診査
乳幼児健康診査の結果、精密な検査が必要であると判断された場合は、23区で契約して
いる指定医療機関をご紹介し、検査等（入院を要する検査を除く）が無料になる受診票を
発行します。
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　児童の手当、各種医療費助成　

対象・内容 申込み・問合先等

●児童手当

中学校第3学年修了前のお子さんがいる家庭で、主たる生計の
中心者（恒常的に所得の高い方など）の方が対象です。所得制
限による減額があります。また、公務員の方は、原則として勤
務先での申請になります。
※ 出生日や前住所地で届け出た転出予定日の翌日から15日
以内に届け出ないと、支給されない月が生じることがあり
ます。

子育て窓口（★）
☎3228-5484
℻3228-5657

● 医療費助成  
（乳幼児・子ども）

0歳から中学3年生のお子さんを対象とした保険診療の自己
負担分（入院時食事療養標準負担額を除く）を助成します。
お子さんが加入している保険証のコピーを添付して申請して
下さい。申請後に、就学前のお子さんには「◯乳医療証」、小学生・
中学生には「◯子医療証」を発行します。

子育て窓口（★）
☎3228-5484
℻3228-5657

● 出産育児一時
金の給付

出産する方が加入している健康保険に申請すると出産育児一
時金が支給されます。
※ 出産した医療機関で直接支払制度の手続きをした場合、中
野区国民健康保険に加入の方は申請不要です。

（国民健康保険に加入の方）
国保給付担当
☎3228-5508
℻3228-5655
（中野区国民健康保険以外に加
入の方）加入先の健康保険へお
問い合わせください。

● 児童育成手当
　（育成手当）

ひとり親の方又は父もしくは母が重度の障害者である場合は
対象になる場合があります。詳細はP.32を参照してください。

手当・医療費助成担当（★）
☎3228-8952
℻3228-5657

●児童扶養手当

　問い合わせ先の（★）は区役所3階子ども総合相談窓口（P.77）内にあります。
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　予防接種　 保健所保健予防担当　☎3382-6500　ＦＡＸ3382-7765問

◉予防接種は法律で定められた種類、接種期間、年齢で受けましょう。
　予防接種は、お子さんが病気にかからないようにするために大切なものです。中野区では、生
後2か月になる前に予防接種に必要な用紙類を送付しています。わからないことや心配なこと
があれば、医療機関や各すこやか福祉センター、保健予防担当へお問い合わせください。
●�定期予防接種の種類と対象年齢

種類

BCG

B型肝炎ワクチン

ヒブワクチン
（インフルエンザ菌b型）

小児肺炎球菌

ジフテリア（D）
百日せき（P）
破傷風（T）
ポリオ（IPV）

DPT-IPV1期

DT2期

MR（麻しん・風しん）1期2期

水痘（みずぼうそう）

日本脳炎1期2期

２
か
月

３
か
月

５
か
月

８
か
月
１
歳
２
歳
３
歳
４
歳
５
歳
６
歳
７
歳
８
歳
９
歳歳歳歳歳

1回

3回

1回

初回3回 追加1回

初回3回 追加1回

初回3回 追加1回

1期初回2回・追加1回 2期1回

初回1回・追加1回

1期1回 2期1回（※①）

10 11 12 13

接種が定められている年齢

接種をおすすめしている年齢
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● 実施方法
　予防接種はすべて個別接種で、接種場所は契約医療機関です。
※①　 MR（麻しん風しん混合ワクチン）第2期は、小学校入学前の1年間、いわゆる保育園・幼稚

園の年長組が対象となります。5歳から7歳までの2年間ではありません。ただし、MRに
ついては、1期2期ともに任意接種の費用助成があります。

● 小児任意予防接種費用助成
　中野区在住の乳幼児に対し、保護者の希望で行う任意予防接種を、中野区の契約医療機関で受
けた場合に、費用の一部を助成します。

1
流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）
※1歳から小学校就学前までに1～2回

助成額　4,000円
（助成は1人2回まで） 　区内の契約医療機関以外で

接種する場合は、お問い合わ
せください。
　接種時は、母子健康手帳と
お子さんの保険証を持参して
ください。

2
ロタワクチン
※ ロタリックス（1価）は生後6週から24週
までに2回、ロタテック（5価）は生後6週か
ら32週までに3回

助成額　6,000円
（助成は1人1回限り）

3 インフルエンザ
※ 6か月から小学校就学前まで

助成額　1,000円
（助成は1シーズン1人2回まで）

4

任意ＭＲ1回目
※2歳から18歳まで

　任意ＭＲについては、無料で接種できます。
　接種時に必要な予診票は、中野区保健所で発行しています。
　母子健康手帳を持って、保健所2階5番窓口へお越しくださ
い。

任意ＭＲ2回目
※小学校1年生から18歳まで

● 異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔　※接種した翌日を「1日目」として計算します。
　予防接種の効果及び安全性のため、接種は次の間隔をあけてください。

生ワクチン
BCG・ＭＲ・水痘・おたふくかぜ（任意）・
ロタワクチン（任意）

不活化ワクチン
B型肝炎ワクチン・ヒブ・小児肺炎球菌・
DPT-IPV・DT・日本脳炎・
インフルエンザ（任意）

生ワクチン

不活化ワクチン
27日以上あける

生ワクチン

不活化ワクチン
6日以上あける
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　子どもの救急時の情報等について　
 準夜間こども救急診療 
　一般診療所が診療を終了した後の時間帯に、15歳以下のお子さんを対象として救急診療を行
います。電話でお問い合せのうえ、必ず保険証・医療証等をお持ちになって、受付時間内に受診し
てください。血液検査、点滴等の処置、入院等を必要とする場合は他病院を紹介します。

 救急相談・救急医療機関案内（24時間年中無休） 　☎3212-2323
　救急車を呼んだ方がいいか、病院に行った方がいいか迷ったら、東京消防庁救急相談センターへ。
※プッシュ回線、携帯電話、PHSからは♯7119も利用可

 休日・夜間診療案内 
　休日の当番医（小児科あり）による診療（9：00～17：00）と当番薬局（9：00～17：30）の情報
を、区報と中野区ホームページに掲載しています。また、夜間及び日曜日・祝日の医療機関を下記
の電話番号で聞くことができます（24時間対応）。
東京都医療機関案内
サービス「ひまわり」 ☎5272-0303 ホームページアドレス　http://www.himawari.metro.tokyo.jp/

携帯　http://www.himawari.metro.tokyo.jp/kt/

診療場所 新渡戸記念中野総合病院
（所在地）中野区中央4-59-16 診療場所 総合東京病院

（所在地）中野区江古田3-15-2
電話番号 3382-1231＜17：30以降は3382-9991＞ 電話番号 3387-5421
診療日時 毎日（年末年始含む）19：00～22：00 診療日時 月～金（祝日・年末年始除く）19：00～22：00
受付時間 18：30～21：45 受付時間 18：30～21：30
診療科目 小児科 診療科目 小児科
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 小児救急相談 　☎5285-8898
東京都「子供の健康相談室」
※プッシュ回線・携帯電話からは♯8000も利用可
月～金曜日（休日・年末年始を除く）：18：00～23：00　土曜日・日曜日、祝・休日・年末年始：9：00～
23：00

 東京都こども医療ガイド 　http://www.guide.metro.tokyo.jp/
　子どもの病気や身体のしくみを学ぶサイトで、病気やケガの対処のしかた、子育てアドバイス
などの情報を提供。

 ＴＯＫＹＯ子育て情報サービス 　☎3568-3711
　妊娠、子育てや子どもの事故防止、応急手当て等に関する情報を24時間対応で電話（音声自動
応答システム）により提供しています。

 誤飲の時 
たばこの誤飲専用電話 テープによる一般市民向け情報提供（自動音声応答方式）

無料／24時間対応　072-726-9922
大阪中毒110番 無料／24時間対応　072-727-2499
つくば中毒110番 無料／9：00～21：00　029-852-9999
乳幼児に多い誤飲事故の情報は、（財）日本中毒情報センター
「中毒110番」　ホームページアドレス　http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf
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病・医院名 所在地 電話番号

白石医院 南台2-18-10 3384-5255

宮下医院 南台2-24-12 5385-3050

クリニカル南台 南台2-45-10 3381-8681

高橋医院 南台3-3-3 3381-3238

たまつ小児科医院 南台3-15-5　岡山ビル1F 3380-0325

多田町診療所 南台3-33-5 3381-3191

南台寺尾クリニック内科・小児科 南台3-37-27　シルクれじでんす1F 3381-7755

藤間産婦人科医院 弥生町1-17-1 3372-5700

平澤クリニック 弥生町1-54-12 5304-5790

田郷内科・胃腸科医院 弥生町1-60-5 3372-0717

溝口医院 弥生町2-12-9 3372-0035

山本クリニック 弥生町3-26-3 3372-0007

柳田医院 弥生町4-36-13 3381-4066

仁友クリニック 本町2-45-10 3372-5121

河崎外科胃腸科 本町3-7-5 3372-0273

オカトミクリニック 本町5-35-8 3381-0563

中野診療所 本町6-12-13 3381-0151

田沼内科・小児科医院 本町6-23-3 3380-2622

小淀診療所 中央1-14-3 3368-0065

中野坂上米沢医院 中央2-4-3　ホーメイビルディング102 3365-2727

中野中央クリニック 中央2-59-18　ジャロックビル2F 5332-5429

メディカル新中野 中央4-5-2　ブルースカイ新中野1F 3383-3454

新渡戸記念中野総合病院 中央4-59-16 3382-1231

木村内科 東中野1-37-11 3361-1114

武医院 東中野1-59-14 3368-8597

長澤内科 東中野2-28-14　メディカルコートⅡ 3362-5695

しばたこども＆
アレルギークリニック 東中野5-1-1　ユニゾンタワー3F 3360-5569

かたやま医院 東中野5-23-14　関東バス本社ビル1F 3227-0603

 小児科診療を行っている中野区内の医療機関（平成30年7月現在） 
　中野区保健所に小児科診療を届け出ている医療機関（標榜医療機関）および中野区医師会の
データを基に掲載しています。なお休診日等や他の診療科目は各医療機関にご確認ください。
　※予防接種については、通常の診療時間と別に設定している場合があります。
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病・医院名 所在地 電話番号

宇野医院 中野1-6-2 3369-2090

山田医院 中野2-14-17 3384-3555

矢野クリニック 中野3-28-21　キャッスル中野1F 5341-3131

東京警察病院 中野4-22-1 5343-5611

おうじ内科・糖尿病クリニック 中野5-26-8 3388-1024

あけのほし内科クリニック 中野5-67-4　中野北口ビル2F 3386-6500

上高田ちば整形外科・小児科 上高田1-8-13　メディカルプレイス上高田 3228-1555

宮地内科医院 上高田1-35-9 3361-1858

中野の森クリニック 上高田1-37-11 3361-1381

宮医院 上高田3-1-13 3385-3177

山田クリニック 新井2-6-10　中野大和マンション1F 3386-0415

上野クリニック 新井2-21-8 3389-1816

三輪小児科医院 新井5-9-6 3386-5729

沼袋藤浪内科医院 沼袋3-20-5　ハイツフジA号棟 3389-8410

さわだ医院 沼袋4-24-5　1F 5318-2526

井上医院 松が丘1-2-16 3386-6194

春川内科クリニック 松が丘1-33-15　アリスコート1F 5345-5477

松が丘医院 松が丘2-34-2 3953-0682

江原町小児科耳鼻科 江原町3-35-8　グローリオ中野新江古田1F 5988-7705

荻原医院 江古田2-11-10 3388-5050

小児科内科高田医院 江古田3-5-10 3386-7383

総合東京病院 江古田3-15-2 3387-5421

天正堂クリニック 丸山1-5-7 3319-3965

野方こどもクリニック 丸山2-23-2 5356-7051

のがたクリニック 野方1-40-1 3389-2201

杉本医院 野方2-7-17 3388-2338

高田耳鼻咽喉科医院 野方4-19-6　野方サニーハイツ1F 3389-9428

くり小児科内科 野方4-22-3 5345-6166

耳鼻咽喉科奥平医院 野方5-18-2 3330-1374

竹下医院 野方5-22-8 3339-6658

長谷川医院 野方5-28-6 3338-2050

やはたクリニック 大和町1-44-4 5364-5361
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病・医院名 所在地 電話番号

能戸クリニック 大和町1-45-12 3337-6700

大場診療所 大和町3-40-6 3330-0073

高梨医院 大和町4-10-21 3337-6987

やじまクリニック 若宮2-1-23 3339-1811

佐藤医院 若宮2-23-6 3338-0536

小池小児科医院 若宮3-2-10　1F 3330-0743

つるた鷺ノ宮クリニック 白鷺1-7-15 5373-8460

霜山医院 鷺宮1-2-15 3330-5880

美穂診療所 鷺宮5-3-14 3990-1208

かみさぎキッズクリニック 上鷺宮3-8-14 3577-8400

髙木小児科医院 上鷺宮4-19-10 5241-5823
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 小児歯科診療を行っている中野区内の医療機関（平成30年7月現在） 
　中野区保健所に小児歯科診療を届け出ている医療機関（標榜医療機関）および中野区歯科医師
会のデータを基に掲載しています。休診日等や矯正歯科などの他診療科目については、各医療機
関にお問い合わせください。
　休診日等は変更されている場合がありますので、受診の際には各医療機関にご確認ください。
※ このほかにも小児歯科を扱っている医療機関がありますので、お近くの歯科医院にご相談く
ださい。

病・医院名 所在地 電話番号

いいの歯科医院 南台2-12-10　1F 5341-3531

土田歯科医院 南台3-6-25　スフィーダ中野1F 3229-0880

渡部歯科 南台3-15-1 3383-2802

歯科室福田 南台3-27-10 3381-8028

三上歯科医院 南台3-37-27 3384-0385

山本歯科医院 南台4-16-7 3381-8632

水野歯科医院 南台4-52-3 3381-1366

ひいらぎ歯科クリニック 南台5-25-7 6454-1182

方南町あつし歯科 南台5-32-1 5340-7033

金子歯科医院 弥生町1-32-4 3373-2561

坪井歯科クリニック 弥生町2-23-3　松屋ビル201 3382-1121

松本歯科医院 弥生町2-25-13　永島ビル102 5342-3640

かどむら歯科医院 弥生町2-46-8-101 5342-2581

のむら歯科クリニック 弥生町3-2-8 3378-8341

7Dental Clinic 弥生町3-9-20 3376-8908

大庭歯科医院 弥生町4-1-12 3381-6549

南中野小川歯科クリニック 弥生町4-4-15 3383-7096

すぎうら歯科 弥生町4-22-1　S.Kレジデンス 5342-4767

なかの通り歯のクリニック 弥生町5-11-21 6304-8756

ふじみ歯科 弥生町5-27-1 6304-8278

ハーモニーウイング歯科 本町1-32-4　ハーモニーウイング6F 5334-7890

小林歯科クリニック 本町2-2-13　2F 3320-1182

パール歯科医院 本町2-54-13　黒須ビル1F 3372-4447

中村歯科 本町3-27-17 3376-8777

歯磨きワン　高野歯科クリニック 本町4-21-16　ウィン新中野203号 3383-4618

いわね歯科 本町4-47-7 5385-4184

なかの新橋歯科クリニック 本町5-3-2　1F 6382-5654
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病・医院名 所在地 電話番号

本町5丁目歯科 本町5-39-10　Y.Kプラザ中野104 5340-0697

秋元歯科医院 本町5-48-12　2F 3381-4386

さくら歯科クリニック 本町6-12-13 5328-8241

長井歯科医院 本町6-26-14 3380-2371

こだま歯科医院 中央1-13-8　大橋セントラルビル1F 3363-8241

花岡歯科医院 中央1-24-1 3363-0011

中野坂上アクロスシティ歯科 中央1-38-1 5348-8333

アマリ歯科クリニック 中央2-1-2　中野坂上吉田ビル2F 3360-4618

かとう歯科医院 中央2-2-31　中野NSB3F・5F 5330-1154

岩田デンタルオフィス 中央2-48-2　岩田ビル2F 5989-1215

中野歯科医院 中央2-49-13 3366-0382

景山歯科医院 中央2-59-11　マンションヤマキビル1F 3367-3456

高市歯科医院 中央3-1-3　シャンボール新中野1F 3365-1400

山田歯科医院 中央3-25-12 3369-4020

中城まり歯科 中央4-1-4 6382-8241

新中野歯科クリニック 中央4-5-2　ブルースカイ新中野2F 3382-9777

中野中央歯科診療室 中央4-15-9 3383-0002

中野駅南歯科クリニック 中央4-60-3　銀座ルノアールビル1F 6382-6480

高津歯科クリニック 中央5-39-11　青柳ビル2F 5385-8733

エス歯科クリニック 中央5-39-14　メイゾン中野1F 6454-1701

いぐみ歯科 中央5-49-6　松田ビル2F 6382-6567

佐川歯科医院 東中野1-4-7 3371-6480

さくら歯科医院 東中野1-15-6　太田ビル1F 3366-5789

東中野歯科クリニック 東中野1-32-5　K'sCort山手2F 3367-1464

羽生歯科医院 東中野1-37-9 3361-4991

エムズ歯科クリニック 東中野1-51-1　JR東中野駅東口ビル2F 5338-3737

原歯科医院 東中野2-27-7　メディカルコートタカダ2F 3366-5623

あみなか歯科クリニック 東中野3-1-1　寛栄ビル4F 3368-0418

ふじまき歯科 東中野3-7-25 3369-2310

ホワイトデンタルクリニック 東中野3-8-13 3366-3636

キッズ＆ファミリー歯科 東中野3-8-16　東中野エンジェルビル2F 5937-1918

篠田歯科 東中野3-16-9　青林堂ハウス1F 3368-8050

桜山デンタルクリニック 東中野3-16-23　アーサメイジャー201 5332-9086
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病・医院名 所在地 電話番号

まつもと歯科医院 東中野3-17-14 5937-0083

山内歯科医院 東中野4-4-3　山内ビル2F 3361-0526

中尾歯科医院 東中野4-5-24 6885-4371

アップル歯科医院 東中野4-9-24 5937-5637

小池歯科クリニック 東中野4-27-33　エムエス東中野3F 5338-8241

ユニゾンデンタルオフィス 東中野5-1-1　ユニゾンモール3F 5389-8686

いわし歯科 東中野5-3-1　関口ビル1F 5337-8241

エムズ歯科予防・
口腔ケアクリニック 東中野5-4-7　三喜ビル1F 6304-0190

松葉歯科医院 東中野5-5-10　東中野RHS304 5937-1464

エイジ歯科 中野2-11-2　サン中野マンション1F 5341-3351

横山歯科診療所 中野2-16-26 3381-6764

青木歯科クリニック 中野2-25-3 3384-2822

松山デンタルオフィス中野 中野2-30-3　マルニビル6F 5342-0522

りばーすデンタルクリニック 中野3-2-1　リバース中野201 5340-3621

桃園通り村上歯科医院 中野3-27-15　クヒオハイツ1F 6382-8618

マナミ歯科クリニック 中野3-30-12　中野ソレイユ102 5385-0977

歯科仲井診療所 中野3-31-7 3382-8818

おおた歯科クリニック 中野3-33-7　メゾンニューライフ1F 3384-6505

ジョージ歯科 中野3-34-31　大橋ビル3F 3384-1384

はま歯科 中野3-36-15　ニュークリアビル6F 3380-8234

まさみデンタルクリニック 中野4-2-1　中野サンキビル4F 3388-8383

林歯科医院 中野5-30-6　昭和中野コーポ209 3387-1354

ちびっこ歯科 中野5-32-25　浜谷第2ビル 3387-6790

五十嵐歯科 中野5-37-17 3389-5150

愛育歯科診療所 中野5-52-15　ブロードウェイ482号 3385-9392

おきとう矯正歯科 中野5-66-4　東京風月堂中野ビル3F 3389-8758

スマイル歯科診療所 中野5-68-7　中野区社会福祉会館7F 5380-0334

大石歯科クリニック 中野6-28-8 3360-1270

榎本歯科医院 上高田2-16-15 5343-1180

Ａ-ＯＮＥ歯科クリニック 上高田2-57-3　サンシャイン富士1F 5345-6503

たんぽぽ歯科クリニック 上高田3-33-11　オキサリス中野1F 3387-6457

新井薬師駅前歯科・こども歯科 上高田3-39-13 5942-7164
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病・医院名 所在地 電話番号

いいじま歯科医院 上高田5-20-1 3389-0643

レオパレスビル
デンタルクリニック 新井1-8-8　レオパレスビル4F 3388-2219

三戸歯科医院 新井1-37-10　幸ビル1F 3319-3989

中野デンタルクリニック 新井2-1-1　ランドコープビル2F、6F 5318-0550

大橋歯科医院 新井2-25-4 3386-3444

沼崎歯科医院 新井2-46-1　クレッシェンドUHR1F 3228-7731

あおい歯科クリニック 新井5-8-11　グレースアイビー1F 5942-9208

愛育歯科新井 新井5-25-5 5942-9070

新井歯科クリニック 沼袋1-36-3　タウンセンタービル沼袋2F 3228-4618

優歯科クリニック沼袋 沼袋1-36-5　HSビル301 3228-5470

宮田歯科医院 沼袋1-44-2 3386-6605

こしだ歯科医院 沼袋2-30-6　Kビル1F 3387-4188

鈴木歯科医院 沼袋3-26-5　マンション柘植1F 3386-2690

沼袋ソレイユ歯科・矯正歯科 沼袋4-29-1　セイワハウス沼袋1F 5942-9280

中島歯科医院 松が丘1-17-2　106 3388-0189

コンデンタルクリニック 松が丘2-2-12 3389-0118

さくら歯科新江古田 江原町2-14-18 3950-4488

新江古田こばやし歯科クリニック 江原町2-31-7　若月ビル1F・2F 6914-4188

ちごの歯科 江原町3-13-3 3952-8847

江古田歯科クリニック 江古田2-19-8-101 3389-6350

石井歯科クリニック 江古田3-2-11 3389-8648

ヤマザキ歯科 江古田3-5-5　江古田パレス101 3387-8233

田中歯科クリニック 江古田4-2-3 5380-3640

葉山歯科クリニック 丸山1-1-2　高崎ビル 5380-3678

かわい歯科クリニック 丸山2-3-3　サンブリッジ1F 3339-3455

落合歯科医院 野方1-9-16 3385-3434

つつじデンタルクリニック 野方1-42-3　カーサコテーリオ中野101 5343-7830

はいばら歯科医院 野方3-15-14 3385-6480

橋本歯科医院 野方3-18-19 3389-2823

あそう歯科クリニック 野方4-19-2　高見沢ビル2F 3387-8811

友内歯科医院 野方5-25-4　矢島ビル3F 3330-2456

浅香歯科医院 野方5-28-5 3337-3718
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病・医院名 所在地 電話番号

sara　歯科クリニック　野方 野方5-30-6　ひろきやビル101 5356-6690

三宅歯科医院 野方5-30-20　野方三宅ビル1F 5373-4618

むらやま歯科医院 野方5-31-7 3336-3022

野方じゅん歯科クリニック 野方6-10-6 6875-2566

ゆたか歯科クリニック 野方6-51-10　エクセル野方1F 3330-1543

ひまわり歯科クリニック 大和町1-4-2　2F 5327-3052

矢﨑歯科医院 大和町1-12-7 3338-2295

荒牧歯科医院 大和町1-64-10 5356-7273

川崎歯科クリニック 大和町1-65-2　1F 3339-8241

植田歯科 大和町3-1-10　ランドール高円寺1F 5327-3000

なかむら歯科 大和町4-18-6 3223-8384

もみの木歯科 若宮2-42-3　マルエツ中野若宮店 3338-7776

若宮歯科医院 若宮3-3-11 5327-4182

永広歯科 若宮3-17-7　関根ビル1F　C号室 3223-3777

鷺ノ宮駅南口歯科 白鷺1-30-6　深沢ビル1F 3338-4510

しらさぎ歯科医院 白鷺2-10-10 3223-8817

とりつかせい歯科医院 鷺宮1-27-8 3337-8815

関谷歯科医院 鷺宮1-30-12　さくらハイツ都立家政1F 5373-8724

みしな歯科クリニック 鷺宮2-3-2　カドヤビル1F 5327-8099

さぎのみやファミリー歯科 鷺宮2-18-8　1F 3337-4618

おだ歯科医院 鷺宮3-7-7　鷺宮ビル1F 6383-0218

こみやま歯科 鷺宮3-17-5　大勝ビル1F　A号室 5373-4182

藤田歯科医院 鷺宮4-3-4 3223-4141

協立歯科 鷺宮4-2-3 3339-6483

シンデンタルクリニック 鷺宮4-37-15 3223-3718

上鷺宮歯科クリニック 上鷺宮3-10-12　島本ビル1F 3998-8241

しみず歯科医院 上鷺宮3-17-10　ライフヴィラ上鷺宮101 3990-0103

しもしげ歯科医院 上鷺宮4-7-11 3825-6321

やました歯科クリニック富士見台 上鷺宮4-17-13 5848-9804

タカヒロデンタルオフィス 上鷺宮5-8-6 3926-4182
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