
練馬区内学校歯科医一覧（平成28年4月1日現在）

練馬区立幼稚園
幼稚園名 学校歯科医 診療所名

光が丘さくら幼稚園 杉江  哲也 医療法人社団貴翔会　杉江歯科医院
光が丘むらさき幼稚園 川端　明美 あけみ小児歯科クリニック
北大泉幼稚園 安田智恵子 安田歯科医院

練馬区立小学校
小学校名 学校歯科医 診療所名
旭丘小学校 沼口  隆二 沼口歯科医院
小竹小学校 荒川  桂一 荒川歯科医院
豊玉小学校 泊    昌人 泊歯科医院
豊玉第二小学校 古田  裕司 古田歯科医院
豊玉東小学校 治田  晶彦 治田歯科医院
豊玉南小学校 阪本  栄一 阪本デンタルクリニック
中村小学校 小宮  城治 ジョージ歯科クリニック
中村西小学校 金川    修 金川歯科医院
早宮小学校 西    克昌  西歯科医院
開進第一小学校 浅見    律 浅見歯科医院
開進第二小学校 西條  且津 西條歯科医院
開進第三小学校 中島  保明 中島歯科医院
開進第四小学校 櫻井  英満 櫻井歯科医院
仲町小学校 山本  智彦 山本歯科医院
南町小学校 上原  正美 上原歯科医院
北町小学校 中田  郁平 中田歯科医院
北町西小学校 伊藤　伸介 伊藤歯科医院
練馬小学校 礒田　千恵 ちえ歯科クリニック
練馬第二小学校 橋本八千代 橋本歯科医院
練馬第三小学校 西連寺典子 西連寺歯科医院
練馬東小学校 成田  俊英 成田歯科医院
田柄小学校 相田  孝彦 相田歯科医院
田柄第二小学校 小杉  京子 小杉歯科医院
向山小学校 結城  洋仁  結城歯科医院
豊渓小学校 小林    力 小林歯科医院
旭町小学校 小池    修 小池歯科医院
高松小学校 織井  康亙 医療法人社団織井歯科医院
春日小学校 斎坂  俊夫 さいさか歯科
光が丘四季の香小学校 高梨    登 高梨歯科クリニック
光が丘春の風小学校 関東  英雄 関東デンタルクリニック
光が丘夏の雲小学校 本田美知子 石神井ほんだ歯科医院
光が丘秋の陽小学校 箭本    治 医療法人社団甲越会　やもと歯科医院
光が丘第八小学校 坂井  俊弘 さかい歯科医院
石神井小学校 石塚    亨 医療法人社団ちひろ会　石塚歯科医院                
石神井東小学校 柳下  道郎 柳下歯科医院
石神井西小学校 草柳  英二 Ｅ歯科
石神井台小学校 梅津  雅人 梅津歯科医院
上石神井小学校 山崎  武雄 山崎歯科医院
上石神井北小学校 須賀    勉 須賀歯科医院
下石神井小学校 杉田    廣 杉田歯科医院
光和小学校 岩田　隆嗣 岩田歯科医院
谷原小学校 浅田  博之 浅田歯科医院
北原小学校 樋口　和彦 ひぐち矯正歯科医院
立野小学校 野坂　祐介 生田ブライト歯科クリニック
関町小学校 藤田　哲郎 藤田歯科医院
関町北小学校 村上  順二 村上歯科医院
大泉小学校 木村  昭彦 木村歯科医院
大泉第一小学校 望月  兵衛 望月歯科医院
大泉第二小学校 新野　幹樹 新野歯科医院



大泉第三小学校 渡辺    享 渡辺歯科クリニック
大泉第四小学校 日比  輝彦 日比歯科医院
大泉第六小学校 有福  章徳 医療法人社団福徳会　ありふく歯科医院
大泉東小学校 正木  研朗 ﾏｻｷ歯科医院
大泉西小学校 瓦井    徹 医療法人社団衛清会　かわらい歯科医院
大泉南小学校 石川    明 医療法人社団明翔会　いしかわ歯科医院
大泉北小学校 田中　俊三 田中歯科ｸﾘﾆｯｸ
大泉学園小学校 南    誠二 みなみ歯科医院
大泉学園緑小学校 近藤  勝洪 大泉学園町近藤歯科
大泉学園桜小学校 森山  憲一 森山歯科クリニック
泉新小学校 金田  和彦 医療法人社団愛泉会　たんぽぽ歯科クリニック
橋戸小学校 生田  剛史 いくた歯科クリニック
南田中小学校 高木  裕明 高木歯科
南が丘小学校 鏑木  秀昭 かぶらぎ歯科
富士見台小学校 蓮池  敏明 はすいけ歯科医院
八坂小学校 松本　大輔 松本小児歯科医院

練馬区立・都立中学校
中学校名 学校歯科医 診療所名

旭丘中学校 大橋　一朗 大橋歯科クリニック
豊玉中学校 山室  直子 山室歯科医院
豊玉第二中学校 名古谷昌宏 名古谷歯科医院
中村中学校 堀    正裕 歯科矯正専門なかむらばしﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ
開進第一中学校 笹川  洋一  笹川歯科
開進第二中学校 梅田  博幸 梅田歯科クリニック
開進第三中学校 中村  雅史 中村歯科医院
開進第四中学校 森田  修司 森田歯科医院
北町中学校 山田  茂幸 山田歯科医院
練馬中学校 大島  一夫 医療法人大島医院・おおしま歯科医院
練馬東中学校 栗田  知之 栗田歯科医院
貫井中学校 関口  幸治 杉の木歯科
田柄中学校 河奈  文彦 かわな歯科医院
豊渓中学校 中村  直己 ナカムラ歯科
光が丘第一中学校 吉積  宏祐 ｼﾞｪｲｼﾃｲｰ歯科吉積
光が丘第二中学校 佐藤  和典 佐藤歯科医院
光が丘第三中学校 槇本しのぶ しのぶ歯科クリニック
光が丘第四中学校 佐久間  栄 医療法人社団さくま歯科医院
石神井中学校 宮本　一世 みやもと歯科医院
石神井東中学校 志賀  正彦 志賀歯科医院
石神井西中学校 羅      均 上石神井北口歯科
石神井南中学校 富村    滋 富村歯科医院
上石神井中学校 上田  和也 医療法人社団静和会上田歯科医院
南が丘中学校 栗田  正明 栗田歯科医院
谷原中学校 竹之内 大助 医療法人社団竹和会たけのうち歯科クリニック
三原台中学校 谷内  文夫 やち歯科医院
大泉中学校 尾崎    守 尾崎歯科医院
大泉第二中学校 安斎ちあき 斎藤歯科医院
大泉西中学校 郷家  英二 ごうけ歯科医院
大泉北中学校 井川  淳一 医療法人社団清蹊会井川歯科医院
大泉学園中学校 安藤  泰敬 医療法人社団三栄会東大泉歯科医院
大泉学園桜中学校 山中  宏三 山中歯科
関中学校 池田  頼宣 医療法人社団実頼会池田歯科クリニック
八坂中学校 中山  庸成 中山歯科ｸﾘﾆｯｸ
都立大泉高校附属中学校 小池    泉 いづみ歯科

都立高校
高校名 学校歯科医 診療所名

井草高校 大野タロウ タロウ歯科
大泉高校 斎藤  良造  医療法人社団　良歯会斎藤ビル歯科



大泉桜高校 鳥越　博貴 鳥越歯科医院
石神井高校 石井  伸行 石井歯科医院
田柄高校 水野  重美 水野歯科医院
練馬高校 竹治  昌則 竹治歯科医院
光が丘高校 日向  邦彦 南田中歯科医院
第四商業高校 角田不二彦  角田歯科医院
練馬工業高校 金澤  正彦 金沢歯科医院

都立特別支援学校
特別支援学校名 学校歯科医 診療所名

大泉特別支援学校 大塩かおり 斎藤歯科医院
石神井特別支援学校 西村  滋美 しげみ歯科医院
練馬特別支援学校 央　　慶子 なかば歯科医院



〒 診療所住所 診療所電話番号
179-0085 練馬区早宮2-17-37-203 3931-5400
179-0083 練馬区平和台４－２３－５ 3550-2122
178-0061 練馬区大泉学園町6-1-37 3924-2590

〒 診療所住所 診療所電話番号
176-0004 練馬区小竹町1-36-5 5995-0804
176-0012 練馬区豊玉北5-15-1ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ2F 3991-4105
176-0012 練馬区豊玉北6-14-3ｴﾑｴﾌﾋﾞﾙ2F 3557-1818
176-0022 練馬区向山4-12-8 3825-8455
179-0085 練馬区早宮2-16-31-203 3933-1513
176-0014 練馬区豊玉南2-5-1ｱｰﾊﾞﾝｸﾚｽﾄ1F 3991-5523
176-0023 練馬区中村北2-24-15 3998-8041
176-0023 練馬区中村北4-20-16 3999-2230
179-0085 練馬区早宮4-39-14芹沢ﾋﾞﾙ2A 5999-9870
179-0084 練馬区氷川台2-12-3-101 3559-9777
176-0002 練馬区桜台1-4-15-2F 3992-4141
176-0002 練馬区桜台2-1-2-1Ｆ 5999-3278
176-0006 練馬区栄町9-8 3991-0678
179-0081 練馬区北町1-5-17 3937-1322
176-0012 練馬区豊玉北6-16-17-2F 3557-1180
179-0081 練馬区北町1-28-11 3933-2745
179-0084 練馬区氷川台4-38-9 3933-8686
179-0074 練馬区春日町6-2-2-101 5971-6480
176-0021 練馬区貫井5-17-22 3999-6710
176-0022 練馬区向山1-14-17 3999-5489
179-0074 練馬区春日町3-35-12 3999-8031
179-0073 練馬区田柄2-51-7 3939-0631
179-0073 練馬区田柄2-2-14 3930-8888
179-0075 練馬区高松2-3-15 3970-4123
178-0062 練馬区大泉町1-22-1 3922-2339
179-0081 練馬区北町2-41-14 3931-8244
179-0075 練馬区高松6-25-2 3997-2655
179-0074 練馬区春日町5-2-17 3990-4184
179-0072 練馬区光が丘3-7-1-103 5998-8211
179-0074 練馬区春日町6-16-21-172-2F 3990-6487
177-0041 練馬区石神井町4-6-15 3997-6651
179-0073 練馬区田柄5-27-11ﾊｰﾄﾋﾞﾙ2F 3999-8818
178-0063 練馬区東大泉4-29-35 3922-3810
177-0041 練馬区石神井町2-31-29-2F 3996-2882
177-0033 練馬区高野台1-3-7-301 3996-8082
177-0051 練馬区関町北１－２５－１４ 3928-1080
177-0045 練馬区石神井台6-18-4-101 5387-6018
177-0044 練馬区上石神井1-13-4 3920-2821
177-0041 練馬区石神井町6-6-17 3996-0592
177-0042 練馬区下石神井1-7-9 3995-0733
177-0041 練馬区石神井町３－２４－７ 3996-0269
177-0032 練馬区谷原2-10-17 3996-8522
177-0041 練馬区石神井町3-25-21-211 5393-8880
177-0052 練馬区関町東１－３－１９ 3929-6480
177-0044 練馬区上石神井4-10-23-2F 5991-0433
177-0051 練馬区関町北3-42-6 3929-8241
178-0063 練馬区東大泉6-2-26 3923-8148
178-0061 練馬区大泉学園町8-3-26 3922-1210
178-0064 練馬区南大泉5-10-18 3922-5278



178-0061 練馬区大泉学園町1-1-5-1F 3923-0024
178-0065 練馬区西大泉4-10-36 3921-8841
178-0064 練馬区南大泉1-44-28 3867-3202
178-0063 練馬区東大泉2-5-9 3923-4114
178-0061 練馬区大泉学園町5-6-5 3922-3239
178-0063 練馬区東大泉6-47-6 3924-6789
178-0063 練馬区東大泉1-19-35-2F 3923-5248
178-0063 練馬区東大泉3-29-5 3922-3366
178-0061 練馬区大泉学園町6-3-28 3925-2332
178-0061 練馬区大泉学園町7-8-30 3925-5825
178-0062 練馬区大泉町4-38-13-101 5387-6480
178-0062 練馬区大泉町１－１－２９ 3924-5070
177-0041 練馬区石神井町5-1-9-203 3996-4499
177-0033 練馬区高野台3-7-8 5372-1182
177-0034 練馬区富士見台4-44-2-2F 3990-1188
178-0063 練馬区東大泉2-8-1 3922-3748

〒 診療所住所 診療所電話番号
176-0005 練馬区旭丘1-65-17小坂ビル2F 3565-1182
176-0013 練馬区豊玉中2-5-15 5912-7734
176-0002 練馬区桜台4-1-3 3994-3900
176-0023 練馬区中村北3-22-14 3577-6696
179-0074 練馬区春日町3-31-9 3999-7887
179-0085 練馬区早宮1-34-6 5999-4182
176-0011 練馬区豊玉上1-10-6 3993-8823
176-0002 練馬区桜台2-23-2 3991-7694
179-0081 練馬区北町2-41-3 3559-2362
179-0075 練馬区高松3-13-9 3998-8118
179-0074 練馬区春日町3-31-17 3825-4182
176-0021 練馬区貫井2-8-21 3990-1332
176-0012 練馬区豊玉北6-4-5新谷ﾋﾞﾙ2F 3948-8251
179-0071 練馬区旭町3-11-1 3979-1182
179-0075 練馬区高松5-8･J.CITY1F 5372-4444
179-0074 練馬区春日町6-16-11フォーチュン光が丘2F 3998-6414
179-0073 練馬区田柄5-5-21 3825-0414
179-0073 練馬区田柄5-20-19 5241-6480
177-0045 練馬区石神井台７－２２－３ 3594-4618
177-0041 練馬区石神井町2-12-4 3995-8771
177-0044 練馬区上石神井2-25-5-2F 3594-3811
177-0045 練馬区石神井台8-22-1-106 3922-1023
177-0045 練馬区石神井台2-1-11 3997-9988
177-0034 練馬区貫井3-6-5 3998-6241
177-0041 練馬区石神井町2-15-8ｸﾞﾘｰﾝﾌｫﾚｽﾄⅡ2F 6913-4618
178-0063 練馬区東大泉2-4-7 3978-6480
178-0063 練馬区東大泉3-3-14 3922-1451
178-0063 練馬区東大泉4-1-10 3922-0081
178-0063 練馬区東大泉5-41-17 3978-7764
178-0061 練馬区大泉学園町7-14-16 3922-7417
178-0063 練馬区東大泉1-30-4-401 3923-6500
178-0063 練馬区東大泉1-27-21-2F 3921-6480
177-0051 練馬区関町北4-2-12 3920-4180
178-0062 練馬区大泉町3-2-13-1F 3923-0030
178-0063 練馬区東大泉5-38-23 3921-8143

〒 診療所住所 診療所電話番号
177-0044 練馬区上石神井2-23-17-1F 5991-8002
176-0012 練馬区豊玉北2-20-11 3948-2700



178-0063 練馬区東大泉２－４０－８－１F 3867-8018
177-0051 練馬区関町北2-27-13-3F 3929-8122
179-0073 練馬区田柄3-6-20-101 5241-6487
179-0085 練馬区早宮3-2-3 3994-6207
177-0035 練馬区南田中5-2-1田中ﾋﾞﾙ2F 5393-0708
176-0021 練馬区貫井3-8-17内田ﾋﾞﾙ2F 3998-7298
176-0012 練馬区豊玉北5-19-11精美ﾋﾞﾙ2F 3948-6766

〒 診療所住所 診療所電話番号
179-0074 練馬区春日町6-2-16 3999-6848
178-0063 練馬区東大泉1-36-3-4F 3923-0418
179-0076 練馬区土支田1-6-11 3921-8826


