
京都市伏見区

医院名 所在地 電話番号

（医）和人会マス歯科医院 伏見区羽束師志水町１２７－２ 075-921-8020

片尾歯科診療所 伏見区越前町６０２ 075-601-3531

蘇生会総合病院歯科 伏見区下鳥羽広長町101　蘇生会総合病院 075-621-3101

医療法人　明安堂　みた歯科ク
リニック

伏見区下鳥羽束東柳長町50番地 075-634-4020

医療法人桝歯科医院 伏見区下鳥羽南柳長町１２４ 075-601-5070

今永歯科医院 伏見区菊屋町８３６－１ 075-601-3313

こがはしもと歯科医院 伏見区久我森の宮町２－１　第２０洛西ハイツ久我１０２号 075-935-8148

中出歯科医院 伏見区久我石原町9－２３１ 075-931-6631

磯野歯科医院 伏見区久我東町２１２－２ 075-931-7130

はやし歯科クリニック 伏見区久我東町4-29 075-931-1166

さかなか歯科桃山駅前クリニッ
ク

伏見区京町3丁目170番地1 075-604-6488

仁科歯科医院 伏見区京町４丁目１６８ 075-611-8745

医療法人　竹内歯科診療所 伏見区京町九丁目41 075-611-0177

小島矯正歯科 伏見区京町北７－２２－１１F 075-612-8604

きたむら歯科医院 伏見区京町北７丁目１１－１　京都総合サービス第２ビル２F 075-604-4870

長谷川歯科医院 伏見区京都府伏見区醍醐上ノ山町４－７ 075-572-8814

こてら歯科医院 伏見区御香宮門前町１9０－４ 075-622-5568

ふじわら歯科 伏見区向島ニノ丸町３８７－３ 075-601-6669

タケウチ歯科診療所 伏見区向島四ﾂ谷池14の19　向島ニュータウン6街地の1 075-611-2681

たふ歯科医院 伏見区向島善阿弥町１８－４ 075-622-8148

今井歯科医院 伏見区向島鷹場町８２－８ 075-622-8281

小泉歯科医院 伏見区向島二ノ丸町１５１－４０ 075-621-8335

黒川歯科 伏見区向島二ノ丸町３０７－３１ 075-622-1808

加藤歯科医院 伏見区向島二ノ丸町６８－２４２ 075-621-1500

小原歯科医院 伏見区小栗栖森本町２０－１００ 075-572-8106

浜歯科医院 伏見区新町４－４６５ 075-621-4113

竹内歯科医院 伏見区深草一ノ坪町３６ 075-641-1739

花井歯科医院 伏見区深草稲荷榎木橋町２１ 075-641-1994

野添歯科医院 伏見区深草稲荷御前町７２－３ 075-643-0552

吉松歯科医院 伏見区深草下川原町３１ 075-641-3241

宮田歯科医院 伏見区深草極楽町７４２ 075-641-1587
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独立行政法人国立病院京都医療
センター歯科口腔外科

伏見区深草向畑町１の１ 075-641-9161

丸山歯科医院 伏見区深草七瀬川町８７５ 075-643-7322

吉田ファミリー歯科 伏見区深草柴田屋敷町４０－３　プレシャス弐番館１F 075-646-2477

田伏歯科医院 伏見区深草出羽屋敷町２番地の１ 075-641-3223

柴田歯科医院 伏見区深草西浦町７丁目２８の２ 075-643-0609

安岡歯科医院 伏見区深草石橋町9番地の３ 075-641-0620

浅井歯科医院 伏見区深草大亀谷内膳町２４ 075-643-7267

オオタ歯科医院 伏見区深草大亀谷八島町５－１０ 075-642-1105

河野歯科医院 伏見区深草大亀谷万帖敷町１６６の１７ 075-641-1947

西川歯科医院 伏見区深草池ノ内町１０番地１７ 075-641-3488

堀口歯科医院 伏見区深草直違橋４丁目３５０－１ 075-641-1927

小林歯科医院 伏見区深草直違橋７丁目２７７－２ 075-641-3585

西川歯科医院 伏見区深草直違橋８－２２３ 075-641-2143

医療法人顕樹会本田歯科クリ
ニック

伏見区深草北新町６３１－１ 075-645-7070

歯科中川医院 伏見区深草墨染町５－５ 075-645-6497

南歯科医院 伏見区深草鈴塚町３２－１ 075-641-8790

水谷歯科医院 伏見区深草祓川町２４－１ 075-641-0675

中井歯科医院 伏見区瀬戸物町７３５ 075-601-1459

石田歯科医院 伏見区石田森東町６－１１ 075-572-5074

医仁会武田総合病院歯科・口腔
外科

伏見区石田森南町２８の１ 075-572-6331

医療法人 くわばら歯科医院 伏見区石田大山町１６－１２ 075-572-8188

やまもと歯科医院 伏見区醍醐江奈志町10の121 075-950-1748

タナカ歯科医院 伏見区醍醐高畑町３０－9　アッシジイグジット１F東側 075-574-1182

肥後歯科医院 伏見区醍醐合場町８－１６ 075-572-0313

長谷川歯科医院 伏見区醍醐上ノ山町４－７ 075-572-8814

嶋本歯科医院 伏見区醍醐新開６－５ 075-573-2331

ツシマ歯科医院 伏見区醍醐僧尊坊町１－１３５ 075-571-0796

まぶち歯科医院 伏見区醍醐大構町１３　醍醐ビル２F 075-573-8100

きのした歯科クリニック 伏見区醍醐大構町18-6　シャローム醍醐１Ｆ 075-572-3781

マス歯科医院 伏見区醍醐槇ノ内町8 075-573-1180

宗久歯科医院 伏見区丹後町７０６ 075-601-1351
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ふくだ歯科医院 伏見区竹田桶ノ井町８２　インペリアル明日香１F 075-647-0556

岩井歯科医院 伏見区竹田七瀬川町３２０番地 075-641-3449

小曽根歯科医院 伏見区竹田七瀬川町３７８　パデシオン伏見深草１階 075-643-7021

吉川歯科医院 伏見区竹田浄菩提院町１２７　コーポ森崎１－２ 075-622-0803

医療法人社団将医会くいなばし
デンタルクリニック

伏見区竹田中島町２０６番地　地下鉄くいな橋駅前ビル１階 075-643-3545

伏見リーフ歯科クリニック 伏見区東大手町772-4 075-605-6480

医療法人 圭真会 いくま歯科医院 伏見区東町２１２　ツウィンズスクエア１F 075-605-1082

瀧野歯科医院 伏見区桃山羽柴長吉東町６５－２ 075-611-4140

カグチ歯科医院 伏見区桃山最上町１０番地 075-621-5075

上野歯科医院 伏見区桃山最上町２８－１ 075-601-3981

岳歯科クリニック 伏見区桃山町因幡１０４ 075-603-0111

かながわ矯正歯科 伏見区桃山町因幡２４－３３ 075-602-1184

すえき歯科医院 伏見区桃山町遠山６9　スキップコート１F 075-604-5554

医療法人　平井歯科 伏見区桃山町金森出雲１－１３ 075-602-0648

医療法人社団　尚歯会　ビオラ
歯科

伏見区桃山町山ノ下32　ＭＯＭＯテラス２階　ビオラ歯科 075-602-4182

よし川歯科医院 伏見区桃山町山ノ下５１－４３ 075-603-3168

三浦歯科医院 伏見区桃山町泰長老9３の６番地 075-611-1972

たなか歯科医院 伏見区桃山町大島３８－２　桃山南ショッピングセンター内 075-605-8217

仁科歯科医院 伏見区桃山町丹後１０－４ 075-601-2675

南歯科診療所 伏見区桃山町丹後２４－７ 075-601-6661

桃山白石歯科医院 伏見区桃山町鍋島１７－２　ラポール桃山１F 075-605-1181

岩井歯科南口診療所 伏見区桃山町養斉１６の9 075-611-8424

山田歯科医院 伏見区桃山町和泉４４－２9 075-622-2422

織田歯科医院 伏見区桃山筒井伊賀東町６４ 075-612-3940

ワタリウエ歯科 伏見区日野田頬町4-401 075-572-3418

中山歯科医院 伏見区表町574-1　ﾋﾟｼﾞｮﾝﾊｲﾂ京橋2Ｆ 075-601-1084

森川歯科医院 伏見区風呂屋町２５9 075-622-8088

三久保歯科医院 伏見区平野町８２ 075-601-1384

タモツ歯科医院 伏見区豊後橋町9０－１ 075-621-5131

医療法人吉川歯科医院 伏見区墨染町７２８ 075-645-0008

はせがわ歯科医院 伏見区桝形町４５２ 075-601-1108
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三村歯科医院 伏見区淀新町２０ 075-631-2267

牟禮歯科医院 伏見区淀新町５ 075-631-2025

ふくはら歯科クリニック 伏見区淀池上町１６０番地２０ 075-631-8558

猿田歯科医院 伏見区淀本町１６３－６ 075-632-3196

赤木歯科医院 伏見区淀本町１７３－８６番地 075-631-3380

医療法人啓直会 下村歯科医院 伏見区両替町13丁目183 075-601-0043


