
氏名 勤務先 電話番号 勤務先所在地
信藤孝博 医療法人 のぶとう歯科医院 06-6384-5858 大阪府吹田市垂水町１－５－４４
五味一博 鶴見大学歯学部歯周病学講座 045-580-8431 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3
藤井健男 オムニデンティックス 011-242-6664 北海道札幌市中央区南一条西３丁目８エムズサッポロ９Ｆ

吉沼直人 日本大学歯学部保存学教室歯周病学講座 03-3219-8107 東京都千代田区神田駿河台1-8-13
伊藤公二 伊藤デンタルクリニック 03-5294-0840 千代田区内神田２－１１－４金子ビル
荒木久生 明海大学歯学部総合臨床歯科学分野 049-279-2783 埼玉県坂戸市けやき台１－１
幸田直彦 こうだ歯科・矯正歯科 088-655-2625 徳島県徳島市寺島本町西１－１０幸田ビル２Ｆ
高良憲明 高良歯科 099-225-3286 鹿児島県鹿児島市平之町１１－７
申基喆 明海大学歯学部 口腔生物再生医工学講座 歯周病学分野 049-285-5511 埼玉県坂戸市けやき台１－１
谷口威夫 谷口歯科医院 026-226-0262 長野県長野市南石堂町１２７１
東克章 東歯科医院 096-343-3357 熊本県熊本市中央区北千反畑町１－１東ビル２階
加藤昭浩 かとう歯科 043-243-4182 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸4-14-5
渡邊幹一 はなまがり歯科医院 0555-72-3318 山梨県南都留郡富士河口湖町小立２７７１
渡辺久 船洲会歯科診療所 045-671-7174 神奈川県横浜市中区山下町２産業貿易センタービル３Ｆ
鈴木邦治 鈴木歯科クリニック 03-3297-8041 東京都中央区八丁堀４－９－４東京ＳＴビル１Ｆ
玉井憲二 たまい歯科医院 026-223-4483 長野県長野市若里１－２１－２５八洲若里第１ビル２０１

浜巧一 浜歯科医院 0255-23-0150 新潟県上越市昭和町２－１２－３
米村隆司 米村歯科医院 072-765-1184 兵庫県川辺郡猪名川町白金２－１イオンモール猪名川店３Ｆ

市村光 フローラ・デンタル・クリニック 0480-57-2115 埼玉県久喜市鷲宮中央1-10-13
攝待友宏 巣子歯科クリニック 019-688-8855 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子１５２３－１
遠藤弘康 日本大学松戸歯学部歯科総合診療学 047-360-9548 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１
竹本俊伸 広島大学大学院医系科学研究科口腔保健管理学研究室 082-257-5796 広島県広島市南区霞１－２－３
大藤泰人 大藤歯科医院 025-223-2700 新潟県新潟市中央区附船町１－４３８３
田原準郎 田原歯科 0736-64-1080 和歌山県紀の川市貴志川町前田86-7
内田剛也 医療法人社団 内剛会内田歯科医院 044-422-8217 神奈川県川崎市中原区木月２－８－３４
松本恭宜 マツモト歯科クリニック 097-546-3545 大分市南春日町８番３号
中野久士 医療法人社団 中野医院中野歯科医院 0254-53-7500 新潟県村上市飯野３－１０－１１
千原敏裕 千原歯科クリニック 086-232-8020 岡山県岡山市北区青江３－２－２６
岡部秋彦 岡部歯科診療所 0235-22-0572 鶴岡市本町３丁目１３－２３
濱島秀德 浜島歯科医院 03-3812-5959 東京都文京区本郷６－２５－５
小島武志 小島歯科医院 0265-79-8528 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１２３４０－４
西澤聡 西沢歯科医院 0282-22-7500 栃木市倭町６－２０
谷真彦 谷歯科医院 095-813-5360 長崎県西彼杵郡長与町まなび野２－１０－１－１Ｆ
佐藤雅人 いいの歯科医院 0254-52-5756 新潟県村上市飯野２－５－６
春名領 はるな歯科医院 078-325-2525 神戸市中央区元町通２－３－２ジェムビル４Ｆ
村橋慶宣 村橋歯科 06-6780-2500 大阪府守口市佐太東町２－４－１５
上稲葉隆 上稲葉歯科医院 099-263-7422 鹿児島県鹿児島市中央町25-1-2F
市丸英二 医療法人 くらのうえ市丸歯科 0942-81-5410 佐賀県鳥栖市蔵上２－１８７
豊田真基 （医）社団　歯周会　豊田歯科 03-3582-4731 東京都港区六本木３－３－７ＮＫビル３Ｆ
若林健史 若林歯科医院 03-5794-0648 東京都渋谷区恵比寿南２－５－１EBISU TIDE BUILDING ２Ｆ

有田博一 有田歯科医院 03-3341-8294 東京都新宿区新宿４－４－１サテライト新宿ビル５Ｆ
小延裕之 KNB Dental Office（小延歯科） 03-3231-5220 東京都中央区日本橋室町4-3-14日本橋北村ビル４Ｆ
永井淳 福岡歯科大学・福岡看護大学・福岡医療短期大学 地域連携センター 092-801-0411 福岡県福岡市早良区田村2-15-1
茂木信道 茂木信道歯科医院 0466-28-1374 神奈川県藤沢市片瀬山３－７－３
伊東隆利 医療法人伊東会 伊東歯科口腔病院 096-343-0377 熊本県熊本市中央区子飼本町４－１４
高柴正悟 岡山大学学術研究院医歯薬学域歯周病態学分野 086-235-6675 岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１
出澤政隆 医療法人社団 春陽会佐倉歯科医院 043-461-3535 千葉県佐倉市王子台３－８－８
帆足公人 医療法人社団 公歯会神田橋デンタルオフィス 03-5283-6533 東京都千代田区内神田１－２－２小川ビル１Ｆ
長谷川嘉昭 医療法人社団 聡歯会長谷川歯科医院 03-5641-3918 東京都中央区日本橋人形町3-12-11GRANDE人形町3Ｆ
坂本浩 坂本歯科医院 0795-85-2810 兵庫県丹波市市島町市島３７２－３
松村彰子 医療法人社団 仁優会雑司ヶ谷デンタルクリニック 03-5992-1182 東京都豊島区南池袋２－４８－２
野田久美子 松谷歯科医院 095-857-9761 長崎県長崎市滑石３－６－５
竹田博文 竹田歯科医院 0965-31-0550 熊本県八代市松江城町４－４０
大西定彦 大西歯科医院 059-228-3626 三重県津市東丸の内７－４
島内英俊 医療法人グループ 光風会 052-218-0288 愛知県名古屋市中区錦１－７－２７三同ビル錦７Ｆ
魚島マリコ 魚島歯科診療所 03-3960-6667 東京都板橋区常盤台３－４－１０
渡部亘貴 医療法人社団 東秀会わたなべ歯科 0156-64-4618 北海道上川郡新得町４条南２丁目１
沓澤政幸 ツインハープ歯科 0166-39-3353 旭川市東光１４条５丁目６－７
星川真 星川歯科医院 011-811-7070 北海道札幌市豊平区豊平４条８丁目２－６
安藤嘉則 安藤歯科 03-3524-9679 中央区銀座８－１９－３銀座竹葉亭ビル１Ｆ
滝川雅之 医療法人 緑風会三宅ハロー歯科 086-282-0086 岡山県岡山市南区大福３６９－８
山田潔 医療法人社団山田歯科成瀬クリニック 042-739-3006 東京都町田市南成瀬１－４－５－１Ｆ・２Ｆ
木村三右衛 きむら歯科クリニック 0749-23-2220 滋賀県彦根市後三条町５２８－８
大崎忠夫 大崎デンタルオフィス 048-452-6575 埼玉県朝霞市東弁財１－７－１９
宮本学 宮本歯科・矯正歯科 078-842-6400 兵庫県神戸市灘区浜田町3-2-10
小松寿 医療法人 翠松会こまつ歯科クリニック 088-860-0411 高知県高知市介良乙１００４－２０
菅原哲夫 西２８デンタルクリニック 011-611-1080 北海道札幌市中央区北５条西２８丁目２－２　第３福長ビル２Ｆ

上田信男 上田歯科クリニック 0773-25-3039 京都府福知山市南本町１３５－３
関口一実 関口歯科医院 046-824-0519 神奈川県横須賀市平和台１－１
宮崎元志 宮崎歯科・矯正歯科医院 092-712-8469 福岡県福岡市中央区大名2-6-31大名コーポラス２Ｆ
窪田道男 平山歯科矯正歯科医院 0242-27-0425 福島県会津若松市大町１－１－１３
早勢雅彦 はやせ歯科医院 0166-34-8855 北海道旭川市豊岡10条７丁目１－３
大塩薫里 齋藤歯科医院 03-3999-6848 東京都練馬区春日町６－２－１６
樋口和子 樋口歯科医院 042-486-3599 東京都調布市布田４－１９－１１楓ビル３Ｆ
松井定江 松井・中村歯科医院 079-222-4954 兵庫県姫路市五軒邸２－６９
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澤口政治 澤口歯科医院 0480-52-1437 埼玉県久喜市栗橋東２－７－１
野崎剛徳 大阪大学歯学部附属病院口腔総合診療部 06-6879-2391 大阪府吹田市山田丘１－８
清水明美 岡山大学病院 歯周科 086-235-6677 岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１
瀬戸康博 瀬戸歯科クリニック 099-263-8119 鹿児島県鹿児島市鴨池新町５－６鹿児島県プロパンガス会館１Ｆ

谷口拓郎 たにぐち歯科クリニック 0995-48-8588 鹿児島県霧島市国分山下町20-17
蒲沢文克 医）かんざわ歯科クリニック 0154-22-1180 北海道釧路市北大通１１－１－２釧路第一生命ビル４Ｆ
久保田健彦 くぼた歯科クリニック 025-271-6868 新潟県新潟市東区物見山２－１３－１９
大澤銀子 日本歯科大学附属病院 03-3261-5511 東京都千代田区富士見２－３－１６
村井治 岩手医科大学歯学部歯科保存学講座歯周療法学分野 019-651-5111 岩手県盛岡市内丸１９－１
石谷昇司 石谷歯科医院 03-3629-4338 東京都足立区谷中２－１２－３ワコーレエレガンス北綾瀬１Ｆ

飯野文彦 (医)創美会 いいの歯科医院 03-5341-3531 東京都中野区南台2-12-10-1Ｆ
山之内文彦 やまのうち歯科医院 028-612-8660 栃木県宇都宮市兵庫塚町９－１プレステージみどり野１Ｆ

濵田亮 ハマダデンタルクリニック 042-310-0808 東京都多摩市唐木田１－５３－９唐木田センタービル２Ｆ

澤口通洋 さわぐち歯科医院 026-296-7777 長野県長野市西三才２２４９－１
酒井昭彦 (医)さくま歯科医院 03-5241-6480 東京都練馬区田柄５－２０－１９
小川益弘 おがわ東歯科 0748-42-8191 滋賀県東近江市佐野町４０３－７
山村加奈子 やまむら歯科医院 03-3397-1020 杉並区下井草２－３９－３
村山恵子 クオリス歯科医院 0257-21-3115 新潟県柏崎市安田２０６０－１
両角祐子 日本歯科大学新潟生命歯学部歯周病学講座 025-267-1500 新潟県新潟市中央区浜浦町１－８
牧幸治 牧歯科医院 099-239-7160 鹿児島県鹿児島市山之口町１－７南海貿易センタービル２Ｆ

八巻惠子 東北大学大学院歯学研究科歯内歯周治療学分野 022-717-8336 宮城県仙台市青葉区星陵町４－１
貴治真紀子 きじ歯科西田辺診療所 06-6692-8148 大阪市阿倍野区阪南町5-25-11
浅野裕之 浅野歯科医院 0436-41-0922 千葉県市原市八幡９４８
山下良太 医療法人 ペリオ会山下良太歯科クリニック 0942-21-5354 福岡県久留米市諏訪野町１６２４－６
入佐弘介 医療法人至誠会 いりさ歯科医院 096-223-7360 熊本県熊本市北区八景水谷１－２４－２４
有賀庸泰 有賀歯科クリニック 042-313-8841 東京都国分寺市南町２－１６－２０米沢ビル３Ｆ
船越光豊 医療法人社団 光恵会ふなこし歯科医院 0422-43-2754 東京都三鷹市上連雀３－１１－２３
本宮勇人 本宮歯科医院 045-913-4970 神奈川県横浜市青葉区新石川2-3-18ラフィーネたまプラーザ１Ｆ

東智子 (医)秀智会 あずま歯科クリニック 0884-21-8855 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇紫衣池９８－５
川瀬仁史 オリーブ歯科 0749-68-0390 滋賀県長浜市八幡東町６２９－３
阿部祐三 笹出線歯科クリニック 025-383-8119 新潟県新潟市中央区米山１０－８日生不動産米山ビル１階ＢＣ室

永田睦 (医)永田歯科 永田むつみ歯科医院 099-223-8143 鹿児島県鹿児島市草牟田町4-15
片山明彦 有楽町デンタルオフィス 03-3287-3666 東京都千代田区有楽町１－７－１有楽町電気ビルヂング北館３Ｆ

村上慶 慶歯科医院 096-329-3920 熊本県熊本市西区城山大塘１－９－２５
水野智仁 広島大学歯学部歯周病態学教室 082-257-5663 広島県広島市南区霞１－２－３
小林宏明 住友商事㈱ 歯科診療所 03-6285-6010 東京都千代田区大手町２－３－２大手町プレイス イーストタワー

竹之内大助 たけのうち歯科クリニック 03-6913-4618 東京都練馬区石神井町２－１５－８グリーンフォレストⅡ２Ｆ

根本英二 東北大学大学院歯学研究科歯内・歯周療法学分野 022-717-8334 宮城県仙台市青葉区星陵町４－１
竹之内優花 医療法人社団 竹和会たけのうち歯科クリニック 03-6913-4618 東京都練馬区石神井町２－１５－８グリーンフォレストⅡＣ号室

溝部健一 明海大学ＰＤＩ埼玉歯科診療所 04-2963-9021 埼玉県入間市豊岡５－１－３
雨宮美和 藤沢歯科ﾍﾟﾘｵ･ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｾﾝﾀｰ 0466-26-8541 神奈川県藤沢市南藤沢21-6-4F
石井さやか 石井歯科医院 046-871-2382 神奈川県逗子市桜山８－１－３６
竹山煥一 タケヤマ歯科 0725-33-8049 大阪府泉大津市旭町１６－４ブランミュールＩＭＡＩ２Ｆ

永森太一 ほりかわ本郷歯科クリニック 076-425-4108 富山県富山市堀川本郷６０－１１３
今荘雅秀 いまじょう歯科医院 047-465-2808 千葉県船橋市滝台町１０７－４２ガイヤビル１Ｆ
北後光信 朝日大学歯学部口腔感染医療学講座歯周病学分野 058-329-1452 岐阜県瑞穂市穂積１８５１
湯本泰弘 きぬの里歯科クリニック 0297-27-0550 茨城県常総市内守谷町きぬの里３丁目１－２
海老沢政人 自衛隊横須賀病院歯科診療部 046-823-0270 神奈川県横須賀市田浦港町１７６６－１
齋藤綾一朗 医療法人社団 留佳会斉藤歯科医院 04-7159-8145 千葉県流山市南流山１－２３－１０
小牧基浩 神奈川歯科大学歯学部歯科保存学講座 歯周病学分野 046-822-8855 神奈川県横須賀市稲岡町８２
前田博史 大阪歯科大学附属病院口腔治療学講座 06-6910-1053 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17
金原留美子 いけたに歯科 045-545-8844 神奈川県横浜市港北区綱島西５－２３－２７
関野仁 稲垣歯科医院 03-5937-4507 東京都新宿区上落合２－２８－１２高山ビル１階
難波崇 難波歯科医院 03-3583-3143 東京都港区赤坂３－１１－１
山本茂樹 山本歯科医院 03-3251-2019 東京都千代田区神田須田町1-3-3
山本幸司 三川インターデンタルクリニック 0254-99-1600 新潟県東蒲原郡阿賀町あが野南４３２４－１４
冨永尚宏 冨永歯科クリニック 095-827-8000 長崎県長崎市築町５－７インクローチョ築町
藤波弘州 谷塚藤波歯科医院 048-929-0034 埼玉県草加市谷塚１－５－１１
西村紳二郎 医療法人社団 恵聖会中央ファーストデンタルクリニック 03-3549-0290 東京都中央区明石町５－１９横山ビル１Ｆ
笹生宗賢 むね歯科クリニック 03-3483-1173 東京都世田谷区祖師谷３－３６－２６
佐々木憲明 ささき歯科医院 019-637-8211 岩手県盛岡市三本柳３－１２－７
小塚義夫 つゆくさ歯科医院 052-693-8382 愛知県名古屋市緑区有松町有松三丁山３３１－１

片桐さやか
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 生体支持
組織学講座歯周病学分野

03-5803-5488 東京都文京区湯島１－５－４５

八木原淳史 医療法人 ファミリー歯科医院 0280-76-1446 茨城県古河市尾崎５３７２－３
太田淳也 医)ＯＪＣおおたデンタルクリニック用賀 03-6805-7950 東京都世田谷区用賀４－１３－３ハイマートピア用賀１Ｆ

鈴木一成 鈴木歯科クリニック 0476-33-6990 千葉県印西市西の原２－２－１
武田克浩 広島大学大学院医歯薬保健学研究院歯髄生物学研究室 082-257-5656 広島県広島市南区霞１－２－３
讃井彰一 九州大学大学院歯学研究院歯周病学分野 092-642-6358 福岡県福岡市東区馬出３－１－１
白方良典 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野 099-275-6202 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1
田口洋一郎 大阪歯科大学歯周病学講座 06-6910-1526 大阪府大阪市中央区大手前１－５－１７
江俣壮一 医療法人 江俣歯科医院 028-643-2525 栃木県宇都宮市松原２－７－１０
美原智恵 徳島大学病院総合歯科診療部 088-633-9181 徳島県徳島市蔵本町３－１８－１５
武井宣暁 武井歯科医院 092-741-5928 福岡県福岡市中央区薬院2-15-10サンフラワー薬院２Ｆ
河野智生 こうの歯科 06-6675-4618 大阪府大阪市住吉区墨江４－４－１
北村信隆 北村歯科医院 025-259-2627 新潟県新潟市北区三軒屋町15-31
亀井英彦 亀井歯科・矯正歯科 028-632-0033 栃木県宇都宮市平松本町757-10
白川哲 鶴見大学短期大学部歯科衛生科 045-580-8178 神奈川県横浜市鶴見区鶴見２－１－３鶴見大学６号館
笠井俊輔 城山通りデンタルクリニック 03-6413-9944 東京都世田谷区経堂５－２８－１４ＭＡＩＳＯＮｄｏ経堂１Ｆ



菊池毅 愛知学院大学歯学部歯周病学講座 052-759-2150 愛知県名古屋市千種区末盛通２－１１
佐々響子 ささ歯科クリニック 052-801-2727 愛知県名古屋市天白区原１－１５０１－２
細川典子 ほそかわ歯科クリニック 0883-53-8211 徳島県美馬市脇町大字猪尻字若宮南１３９－２
青山典生 神奈川歯科大学大学院 歯学研究科口腔統合医療学講座 歯周病学分野 046-845-3160 神奈川県横須賀市稲岡町８２
林潤一郎 愛知学院大学歯学部附属病院歯周病科（歯周病学講座） 052-751-2111 愛知県名古屋市千種区末盛通2-11
髙尾康祐 高尾歯科医院 092-451-7400 福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目４－４FUSHIビル２０３

笹田雄也 福岡天神ささだ歯科 092-791-8020 福岡県福岡市中央区大名１－１－７ジェスト２２ビル６Ｆ

香月麻紀子 児玉歯科クリニック 099-222-9920 鹿児島市加治屋町１３－８天野ビル４Ｆ
高橋貫之 本町通りデンタルクリニック 0120-821-455 大阪府大阪市中央区本町２－６－５タマホーム１Ｆ
佐藤美香 佐藤歯科クリニック 096-288-4184 熊本県熊本市中央区上通町７－１０－２Ｆ
先崎秀夫 医療法人仁友会日之出歯科診療所 011-231-2309 北海道札幌市中央区南１条西４丁目日之出ビル３Ｆ
須藤瑞樹 東北大学大学院歯学研究科口腔生物学講座歯内歯周治療学分野 022-717-8336 宮城県仙台市青葉区星陵町４－１
伊山舜吉 あい大人こども歯科クリニック 06-6932-3748 大阪府大阪市城東区成育３－５－１
野本秀材 サクラパーク野本歯科 03-3556-4182 東京都千代田区富士見２－１０－２グランブルーム飯田橋さくらテラス３Ｆ

高橋淳一 高橋デンタルオフィス 03-3462-0577 東京都渋谷区道玄坂１－１５－１４ＳＴ渋谷ビル１Ｆ
芳賀剛 学研都市歯科・矯正歯科 093-691-8217 福岡県北九州市若松区塩屋３－３－５
安田直正 ひかり歯科クリニック 0584-71-7227 岐阜県不破郡垂井町綾戸１１１２－３
金谷聡介 仙台市 健康福祉局保健衛生部 健康政策課 022-214-8048 宮城県仙台市青葉区国分町３－７－１
鈴木瑛一 歯科鈴木医院 03-3933-0912 東京都板橋区桜川３－５－１４
妻沼有香 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野 03-5803-5488 東京都文京区湯島１－５－４５
吉武秀 吉武歯科医院 044-751-5050 神奈川県川崎市中原区下小田中３－３３－１０
豊田敬介 ホワイト歯科 096-288-2841 熊本県熊本市西区上代１－２１－２
相野誠 歯科アイノ 052-833-2855 愛知県名古屋市昭和区広路町石坂１－１
板東美香 徳島大学大学院医歯薬学研究部歯周歯内治療学分野 088-633-7344 徳島県徳島市蔵本町３－１８－１５
松成彩絵 新宿西口歯科医院 03-3344-4567 東京都新宿区西新宿２－１－１三井ビルディング４Ｆ
高橋直紀 新潟大学大学院医歯学総合研究科歯周診断・再建学分野 025-227-2802 新潟県新潟市中央区学校町通2-5274
熱田亙 ブロッサムデンタルオフィス 03-5876-5506 東京都葛飾区東金町１－４２－３道ビル４Ｆ
寺嶋宏曜 医療法人 メディエフ寺嶋歯科医院 072-721-2562 大阪府箕面市百楽荘１－３－２１
高野三枝 高野歯科医院 076-240-4044 石川県金沢市新保本３－１
八島章博 鶴見大学歯学部歯周病学講座 045-580-8432 神奈川県横浜市鶴見区鶴見２－１－３
目澤優 二階堂歯科医院 048-922-3618 埼玉県草加市中央１－１－３
芝多佳彦 サンライズ歯科医院 03-3203-0777 東京都新宿区新宿６－２９－１０野口ビル５Ｆ
早乙女雅彦 医療法人社団 さおとめ会早乙女歯科医院 0282-27-3737 栃木県栃木市都賀町家中２４０８
山部こころ 洛和会 音羽病院 075-593-4111 京都府京都市山科区音羽珍事町２
野田昌宏 両国デンタルクリニック 03-3634-3250 東京都墨田区両国３－１８－７レクシード両国駅前１階
中村梢 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野 099-275-6202 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘８－３５－１
前川祥吾 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯周病外来 03-5803-5488 東京都文京区湯島１－５－４５
畑中加珠 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野 086-235-6677 岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１
松浦孝典 （留学中） 　


