
氏名　 勤務先名 電話番号 勤務先住所

青木伯永 アツギトレリス歯科 046-225-8577 神奈川県厚木市戸室５－３１－１アツギトレリス３Ｆ

網野重人 医療法人社団 桜翔会桜堤あみの歯科 0422-37-0777 東京都武蔵野市桜堤１－８－３－１Ｆ

石井ヒロ子 石井歯科クリニック石井歯科研究所 0254-26-6298 新潟県新発田市豊町４－５－３

和泉智子 いずみ歯科医院 072-750-3939 大阪府池田市呉服町9-21

押領司謙 Kids Dental Clinic 0985-63-9500 宮崎県宮崎市大字本郷南方榎田２５３７－１

大東史奈 岡田歯科医院 大阪府堺市中区新家町

小野陽子 医療法人 すこやかひたちなかﾌｧﾐﾘｱﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 029-273-3118 茨城県ひたちなか市大成町３１－５

嘉手納未季 昭和大学歯学部ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞ口腔医学講座障害者歯科学部門 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

河野百合子 かわのデンタルクリニック 011-883-4563 北海道札幌市清田区真栄一条２丁目１－６アーバンシティ金子１Ｆ

神戸正人 かんど歯科・小児歯科クリニック 025-522-8001 新潟県上越市富岡５９１－２

黒田國康 くろだこども歯科矯正歯科 092-807-1174 福岡県福岡市西区今宿３－３１－５

小林聡美 こばやし歯科・小児歯科クリニック 087-867-8228 香川県高松市太田下町３０３５－７

小林博昭 西長野歯科・こども歯科医院 026-217-3073 長野県長野市西長野２９８－５

齋藤幹 東北大学病院小児歯科 022-717-8382 宮城県仙台市星陵町４－１

櫻井敦朗 東京歯科大学小児歯科学講座 03-6380-9189 東京都千代田区三崎町２－９－１８

杉山智美 昭和大学歯学部小児成育歯科学講座 03-3787-1151 大田区北千束２－１－１

鈴木悦子 鈴の木こども歯科 04-7170-2223 千葉県流山市おおたかの森東2-11-27リバーメイトスマイルＡ号室

住吉彩子 スミヨシ歯科口腔外科こども歯科 092-851-4178 福岡県福岡市早良区祖原１６－８

髙橋昌司 たかはしキッズデンタル 084-953-2418 広島県福山市東川口町5-18-15

玉川秀樹 ＯＨＡＮＡデンタルクリニック 086-421-6048 岡山県倉敷市堀南７８５－５

辻幹人 堺市役所 072-233-1101 大阪府堺市南互町３番１号

外山敬久 愛知学院大学歯学部小児歯科学講座 052-759-2164 愛知県名古屋市千種区末盛通２－１１

長縄友一 やごとの歯科こども歯科 0568-84-1430 愛知県春日井市八事町２－６１－３

中野考子 中野歯科医院 06-6709-3471 大阪市平野区流町３－７－１４

中原順子 住吉駅前歯科医院 03-3633-9531 東京都江東区毛利１－１１－１４

中村光宏 亀有ゆうろーどデンタルクリニック 03-3603-8886 東京都葛飾区亀有３－２１－６

仲村有香 岡山ワイズ小児・矯正歯科 086-238-4618 岡山県岡山市中区倉田５０８－２１

中村由紀 新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野 025-227-2912 新潟県新潟市中央区学校町通2-5274

仁部郁代 倉元歯科医院 0987-25-1788 宮崎県日南市星倉１丁目５－６

長谷川大子 はせがわこども歯科 099-812-6030 鹿児島県鹿児島市紫原4-30-15

東公彦 ドレミこどもデンタルクリニック 052-838-9220 愛知県日進市赤池１－２８０１エクセルヤマキビル１Ｆ

樋口將 樋口歯科医院 0866-22-2333 岡山県高梁市松原通２１２３

日野綾子 東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野 022-717-8382 宮城県仙台市青葉区星陵町４－１

福島理恵 めぐみ歯科クリニック 0276-60-7730 群馬県太田市粕川町４３８－１

藤村理衣 ふじむら歯科りえ小児歯科医院 0946-22-2345 福岡県朝倉市甘木１８７７－３

堀　稔 ニコ小児歯科医院 011-802-9205 北海道札幌市北区拓北２条２丁目８－１１

堀川康弘 ほりかわクリニック歯科室 029-875-8837 茨城県つくば市筑穂２－１１－１

宮﨑明日香 みやざき歯科こども歯科 0965-33-9812 熊本県八代市北の丸町１－１２

村田浩子 横山歯科医院 088-653-2429 徳島県徳島市佐古七番町２－２６

山川佳代 大府歯科クリニック 0562-48-1686 愛知県大府市中央町３－９０－２Ｆ

渡邊淳一 佐野小児歯科医院 0766-57-8071 富山県射水市三ケ伊勢領2436-2

渡部幸恵 医療法人社団 心音会こどもの歯科 03-5768-4182 東京都目黒区祐天寺２－１５－１ＭＫビルⅡ－１Ｆ

浅川麻美 ファミーユこども歯科 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央４２－２６ロイヤルパレスセンター南１Ｆ

井形裕美子 福岡市立こども病院小児歯科 092-692-3389 福岡県福岡市東区香椎照葉５－１－１

石山未紗 日本大学歯学部小児歯科学講座 03-3219-8106 東京都千代田区神田駿河台1-8-13

梶井友佳 中山歯科医院 042-347-4184 東京都小平市学園東町３－４－２

梶山紫 日本大学松戸歯学部小児歯科学講座 047-360-9428 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

北秀三 はみんぐ小児歯科・矯正歯科 0568-34-1188 愛知県春日井市前並町１－５－７

桐本明子 きりもと矯正・小児歯科医院 0422-52-0241 東京都武蔵野市吉祥寺北町４－１３－７－１Ｆ

工藤麻子 はら こども・ファミリー歯科 0867-42-1086 岡山県真庭市久世５８－７

栗山千裕 ちひろ歯科 045-744-9903 神奈川県横浜市旭区川井本町１００－１

黒田翠 はなここども歯科クリニック 044-948-4618 神奈川県川崎市宮前区犬蔵１丁目４－１３

河本新太郎 しんたろう河本こども歯科 0561-53-3322 愛知県尾張旭市渋川町１－１９－３

後藤早智 千駄木あおば歯科 03-3823-8112 東京都文京区千駄木１－２３－１

小西有希子 小西歯科小児歯科医院 0847-41-2900 広島県府中市府中町９３－１０
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坂井以都子 加古川学園 医務課 079-438-0353 兵庫県加古川市八幡町宗佐５４４

佐藤万穂 みかわだい歯科小児歯科 024-534-4904 福島県福島市野田町１－１４－８１

篠原左知緒 鶴見大学歯学部小児歯科学講座 045-581-1001 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3

武元嘉彦 しげたこども歯科 0996-24-2564 鹿児島県薩摩川内市平佐町３６０５－１１

竹安正治 竹安歯科医院 072-855-3694 大阪府枚方市町楠葉１－６－１５

種市梨紗 えべつの杜こども歯科 011-388-3311 北海道江別市大麻南樹町１丁目１－３

寺澤真樹子 オリーブ小児歯科 042-397-9145 東京都東村山市栄町１－４久米川メディカル清光ビル４０１

土井貴子 土井矯正歯科・小児歯科医院 082-922-3117 広島県広島市佐伯区五日市３－２－１６

中尾あゆみ 杉本歯科医院 092-531-6480 福岡県福岡市南区那の川１丁目７－１４

西野祐子 逗子みんなのための歯医者さん 046-871-8855 神奈川県逗子市逗子５丁目３－３０ハウス逗子海岸１Ｆ

信森麻衣子 すずき歯科小児歯科 082-568-3010 広島県広島市南区松原町９－１福屋広島駅前店１０Ｆ

野本永子 (休職中）

波多野宏美 日本歯科大学附属病院小児歯科 03-3261-4420 東京都千代田区富士見２－３－１６

濱田吉之輔 大阪大学大学院医学系研究科分子病理学教室 06-6879-2595 大阪府吹田市山田丘２－２

葉山康臣 葉山歯科医院 095-857-0727 長崎県長崎市横尾２－１３－５

原田京子 大阪歯科大学小児歯科学講座 06-6910-1515 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17

番匠谷綾子 すずき歯科小児歯科 082-568-3010 広島県広島市南区松原町９－１福屋広島駅前店１０Ｆ

樋口かさね 医療法人社団 そら小児歯科クリニック 011-631-1188 北海道札幌市西区琴似３条４丁目３－１５

藤川奈穂 花博ささき歯科 大阪府大阪市鶴見区横堤４－２５－５

松田貴絵 医療法人社団 寛正会松田歯科クリニック 025-383-8607 新潟県新潟市北区島見町３７００－５

松原聡 松原歯科医院 045-302-6116 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷1-5-4

丸谷由里子 東北大学病院小児歯科 022-717-8382 宮城県仙台市青葉区星陵町４－１

飯田美和子 さちこども歯科 044-798-0970 神奈川県川崎市中原区上小田中５－３－１　ソリッドビル２Ｆ

及川洋子 おいかわ矯正・小児歯科 042-577-6472 東京都国立市東２－２５－５３

岡本尚子 こども・おとな おかもと歯科 086-239-1181 岡山県岡山市北区辰巳６－１０２

勝又由紀 国立成育医療研究センター感覚器・形態外科部歯科 東京都世田谷区大蔵２－１０－１

福田敬　　　　　　　 福田歯科医院 072-840-0662 大阪府枚方市田口２－１－５

宮城淳 今保ファミリー歯科 086-245-0852 岡山県岡山市北区今保２４４－８

村田宜彦 村田こども歯科 052-602-8148 愛知県名古屋市南区大磯通４－１９－１

朝日藤(佐野)富子 あさひとう矯正＆こども歯科クリニック 025-279-4187 新潟県新潟市東区藤見町２－４－１４

青木紗衣佳 (休職中）

大継將寿 大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室 06-6879-2962 大阪府吹田市山田丘１－８

緒方麻記 福岡歯科大学障害者歯科 092-801-0411 福岡県福岡市早良区田村2-15-1

荻田匡樹 医療法人 おぎた小児歯科 0594-23-3588 三重県桑名市東方掛押５７０－１

木口友里 日本大学松戸歯学部小児歯科学教室 047-360-9431 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

久保田文恵 医療法人 瑞鳳会くぼたふみえ小児歯科 093-791-0207 福岡県北九州市若松区二島５－１－５

櫻井薫 こども歯科じゅんこクリニック 0835-26-6480 山口県防府市大字仁井令１０４７－８

眞田奈緒美 日本大学松戸歯学部小児歯科学講座 047-360-9521 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

鳥谷迅 くすの木こども歯科クリニック 03-5858-8778 東京都江戸川区平井２－２４－１５フレア平井１Ｆ

成瀬正啓 神奈川県立こども医療センター 045-711-2351 神奈川県横浜市南区六ツ川２－１３８－４

久田明奈 北海道大学大学院歯学研究科小児・障害者歯科学教室 011-706-4292 北海道札幌市北区北１３条西７丁目

星野恵 北海道大学大学院歯学研究科小児・障害者歯科学教室 011-706-4292 北海道札幌市北区北１３条西７丁目

山﨑由衛 医療法人 心和会Welcome Dental Clinic 086-238-8778 岡山県岡山市北区奥田１－８－１９

遊佐辰徳 プルチーノデンタルクリニック 東京都目黒区下目黒２－２１－２３マルエツ目黒店３Ｆ

芦澤みなみ 日本歯科大学附属病院小児歯科 03-3261-8311 東京都千代田区富士見２－３－１６

小川奈保 日本大学松戸歯学部小児歯科学教室 047-360-9428 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

甲斐仁美 そらだ小児歯科医院 093-602-8369 福岡県北九州市八幡西区大浦１－５－１５

亀岡亮 日本歯科大学附属病院小児歯科 03-3261-5511 東京都千代田区富士見２－３－１６

嶋田理菜 日本大学松戸歯学部 047-360-9521 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

杉本明日菜 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学・障害者歯科学分野 03-5803-5539 東京都文京区湯島１－５－４５

髙原梢 鶴見大学附属病院 045-574-8614 神奈川県横浜市鶴見区鶴見２－１－３

中島努 新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野 025-227-2912 新潟県新潟市中央区学校町通2-5274

中村昭博 明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野 049-285-5511 埼玉県坂戸市けやき台１－１

中村雅子 福岡歯科大学成長発達歯学講座成育小児歯科学分野 092-801-0411 福岡県福岡市早良区田村2-15-1

松尾那実 宮原歯科クリニック 0955-78-0177 佐賀県唐津市山本１４９７

宮山友紀 日本歯科大学附属病院小児歯科 03-3261-5511 東京都千代田区富士見２－３－１６

森本節代 岡山大学病院歯学部小児歯科 086-235-6717 岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１

森山敬太 松本歯科大学小児歯科学講座 0263-51-2106 長野県塩尻市広丘郷原１７８０



山川祐喜子 医療法人 山川歯科 0569-35-4875 愛知県常滑市鯉江本町５－８８

山口知子 神奈川歯科大学附属横浜クリニック小児歯科 045-313-4019 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－３１－６

横山早希子 山田歯科医院 042-748-5510 神奈川県相模原市南区東林間２－２３－１７


