
氏名　 勤務先名 電話番号 勤務先住所

青柳陽子 登戸こども＆おとな歯科 044-922-8241 川崎市多摩区登戸３３７５－１第２ＴＳＳビル２－Ｂ

浅里仁 神奈川歯科大学小児歯科学講座 046-822-8886 神奈川県横須賀市稲岡町８２

飯塚三奈 （医）デンタルクリエーション天川歯科クリニック 04-2945-6711 埼玉県所沢市下安松６０９－１

石倉優香 かりや歯科医院 0258-39-5977 新潟県長岡市東神田１－３－２３

石倉行男 医療法人 発達歯科会おがた小児歯科医院 092-472-2885 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１３－１７ 松岡ビル３Ｆ

今泉千浪 今泉歯科医院 0533-76-3011 愛知県豊川市御津町御馬西４６

小田訓子 昭和大学歯学部小児成育歯科学講座 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

金沢英恵 国立成育医療研究センター外科系専門診療部歯科 03-3416-0181 東京都世田谷区大蔵２－１０－１

金子祥子 昭和大学歯科病院小児歯科学教室 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

川口由佳 コアラ小児歯科 082-821-1888 広島県安芸郡海田町南昭和町１３－９

北澤裕美 日本歯科大学新潟歯学部附属病院小児歯科 025-267-1500 新潟県新潟市中央区浜浦町１－８

金城幸子 きんじょう歯科小児歯科クリニック 099-284-7088 鹿児島県鹿児島市宇宿９－９－７

齋藤素子 ミドリ歯科医院 048-725-6110 埼玉県上尾市向山２－４３－４

城山博 しろやま歯科クリニック 0865-44-2314 岡山県浅口市鴨方町六条院西２２８１－７

鈴木淳子 マーレデンタルクリニック 03-5809-4483 東京都足立区扇１－２２－１９

田岡郁敏 田岡歯科医院 073-482-0313 和歌山県海南市日方1290-16

髙崎千尋 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

柘植昌代 小林歯科医院 072-275-0188 堺市神野町２－１５－２８

永尾悦子 昭和大学歯科病院小児歯科学教室 03-3787-1151 大田区北千束２－１－１

仲岡佳彦 なかおか小児歯科クリニック 075-951-0100 京都府長岡京市天神５－１６－１

西野華子 はな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1-4-13

東昇一 昭和大学小児歯科学講座 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

福山可奈子 福山デンタルクリニック 078-431-4444 兵庫県神戸市東灘区森南町１－１０－２－１０２

藤居明範 藤居歯科診療所 077-521-0679 滋賀県大津市長等１－２－３８

藤井智子 ふじい歯科・小児歯科 0276-20-2232 群馬県太田市東長岡町１３０８－１

松本弘紀 歯の松本 019-625-5772 岩手県盛岡市東安庭１－２３－６２

三富智恵 のぞみ矯正・歯科クリニック 025-227-3030 新潟県新潟市中央区上大川前通１－１５４　東芝新潟ビル２Ｆ

山田恵理 センター南歯科 045-943-1678 神奈川県横浜市都筑区荏田東1-3-3

浦田あゆち せんのんじ小児歯科 052-439-0500 愛知県名古屋市中川区新家１－１５１７

田中丈也 どんぐり小児歯科 0729-25-7888 大阪府八尾市東本町3ｰ5ｰ3プラザサントリアビル２F

田中裕子 日本大学歯学部付属歯科病院小児歯科学講座 03-3219-8086 東京都千代田区神田駿河台1-8-13

中村光一 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

藤岡由紀子 北九州市立総合療育センター西部分所 093-922-5596 福岡県北九州市八幡西区若葉１－８－１

中尾未帆 おおの歯科医院 078-220-4929 兵庫県神戸市垂水区野田通８－２５

石川博文 石川歯科医院 096-232-5818 熊本県菊池郡菊陽町原水９５８－１

石田梢 じぞう通り歯科こども歯科 082-248-3000 広島県広島市中区小町８－２アクアステージ小町２Ｆ

大川玲奈 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

大橋英夫 まほろば歯科 048-463-5521 埼玉県和光市本町１５－３５大野ビル１Ｆ

岡本安広 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

京泉みゆき 昭和大学小児歯科学教室 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

島村和宏 奥羽大学歯学部成長発育歯学講座小児歯科学分野 024-932-8931 福島県郡山市富田町字三角堂31-1

高風亜由美 医療法人 たかかぜ歯科 095-839-3332 長崎県長崎市矢上町４７－８

田中浩二 クローバーこども歯科 0569-48-9608 愛知県知多郡阿久比町大字椋岡字唐松３－３

若松紀子 朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座 小児歯科学分野 058-329-1492 岐阜県瑞穂市穂積１８５１

石坂瑛理 愛知学院大学歯学部付属病院 052-759-2111 愛知県名古屋市千種区末盛通2-11

今村由紀 がくえんのもり小児歯科 050-5526-2601 茨城県つくば市研究学園５－６－１Le Raisin１０１／１０３

大塚章仁 池田歯科医院 0587-56-3338 愛知県江南市古知野町広見６６

近藤好夫 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科小児歯科学分野 095-819-7674 長崎県長崎市坂本町１－７－１

深瀬直子 鶴見大学歯学部附属病院小児歯科学教室 045-580-8402 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3

山田直美 簑島歯科医院 0463-72-2814 神奈川県中郡大磯町国府新宿４０２

松本大輔 松本小児歯科医院 03-3922-3748 東京都練馬区東大泉２－８－１パレスフォンテーン１ＦＣ号

秋友紫 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

五十川伸崇 国立成育医療研究センター小児歯科・矯正歯科 03-3416-0181 東京都世田谷区大蔵２－１０－１

市橋幸子 丸の内歯科医院 058-322-6220 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内１－５

出口範子 いでぐち歯科医院 095-844-0416 長崎県長崎市花丘町１－１
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伊藤香織 医療法人鉄蕉会 0470-99-1117 千葉県鴨川市東町１３４４

伊藤裕一郎 いとう歯科 052-432-2030 愛知県名古屋市中川区富田町戸田西割取33-1 ｱﾈｯｸｽﾍﾞﾙﾌｫｰﾚ１Ｆ

井上友紀 フレンズデンタルクリニック 03-3306-5106 東京都杉並区下高井戸１－２６－１８－１Ｆ

及川利佳子 岩手県立療育センター 019-601-2777 岩手県紫波郡矢巾町藤沢第２地割２９－１

大出リエ子 大出歯科医院 03-3881-0028 東京都足立区千住曙町41-2-110

尾崎友彦 おざき矯正歯科クリニック 078-200-5488 兵庫県神戸市灘区曾和町３－２－１ソワサンドゥ六甲１Ｆ

落合宏子 落合歯科医院 0266-53-3800 諏訪市豊田２４５３

川口護 医療法人 かわぐち歯科クリニック 072-727-6480 大阪府箕面市小野原西６－１２－１岩永ビル１Ｆ

桑原茂久 医療法人 くわばら歯科医院 075-572-8188 京都府京都市伏見区石田大山町１６－１２

小畑充彦 静岡市口腔保健支援センター 054-249-3175 静岡県静岡市葵区城東町２４－１

近藤亜子 朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座 小児歯科学分野 058-329-1130 岐阜県瑞穂市穂積１８５１

清水謙 医療法人 かとう歯科 089-972-7878 愛媛県松山市高岡町２０９－３

進賀知加子 岡山大学歯学部小児歯科学講座 086-235-6717 岡山市鹿田町２ー５ー１

髙島由紀子 サンスター歯科診療所 06-6834-1189 大阪府豊中市新千里東町１－１－３ＳＥＮＲＩＴＯよみうり３Ｆ

辻恵子 辻歯科 06-6852-3639 大阪府豊中市玉井町１－２－１

土井和弘 どんぐり小児歯科 0729-25-7888 大阪府八尾市東本町３－５－３プラザサントリアビル２Ｆ

仲周平 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児歯科学教室 086-235-6716 岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１

二井典子 ニ井歯科クリニック 082-841-2665 広島市安佐北区亀崎１丁目３－２３

野島靖子 岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター 086-235-6823 岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１

野村良太 大阪大学歯学部小児歯科学講座 06-6879-2962 大阪府吹田市山田丘１－８

蓜島桂子 浜松医療センター 歯科口腔外科 053-453-7111 静岡県浜松市富塚町３２８

林志穂 坂井歯科医院 052-832-5637 愛知県名古屋市昭和区隼人町６－６

平川一世 ひらかわ歯科こども歯科クリニック 086-275-2182 岡山県岡山市中区高島新屋敷715-1

平川貴之 ひらかわ歯科こども歯科クリニック 086-275-2182 岡山県岡山市中区高島新屋敷７１５－１

福島伸一 医療法人アリスバンビーニ小児歯科大森診療所 03-3768-8388 東京都品川区南大井６－３－８ガーデニア大森１Ｆ

藤田皇子 藤田歯科医院 048-970-8000 埼玉県越谷市大沢３－６－１パルテきたこし１Ｆ

藤村和 福岡歯科大学成長発達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

松永貴奈 おひさま歯科 049-227-3611 埼玉県鶴ヶ島市藤金８５０－７２

水野龍治郎 みずのファミリー歯科 06-6949-8465 大阪府大阪市北区長柄東3-1-22

三井園子 向台ソラーレデンタルケア 042-452-7799 東京都西東京市向台町４－２１－１１

宮川尚之 医療法人 まほうつ会みやかわ小児矯正歯科 0995-48-6040 鹿児島県霧島市国分新町１－１８－４

茂木瑞穂 みのる歯科 浮間舟渡 03-3967-4111 東京都板橋区舟渡１－６－２２－２Ｆ

森本英樹 森本歯科医院 0823-57-0557 広島県江田島市大柿町大原４８３

諸星弘世 もろほし歯科 0299-83-8148 茨城県鹿嶋市宮中東山３２７－１

八木茜 川越やぎ歯科 049-229-4618 埼玉県川越市小仙波町２－１８－１

山口有可 たるみ歯科クリニック 0797-82-6480 兵庫県宝塚市中筋８－１３－５宝塚すみれメディカルビル２Ｆ

横山三菜 神奈川歯科大学小児歯科学講座 046-822-8852 神奈川県横須賀市稲岡町８２

今村綾 浅井小児歯科医院 0561-62-0036 愛知県長久手市岩作中島７３

岩寺信喜 医療法人社団 岩寺小児歯科医院 011-758-7736 北海道札幌市北区麻生町２－４－５

上原智己 上藤沢歯科 04-2963-5378 埼玉県入間市上藤沢４２４－３

浦田千晶 埼玉県立皆光園障害者歯科診療所 0485-74-8211 埼玉県深谷市人見１９９８

佐野哲文 あすなろ小児歯科医院 076-491-2422 富山県富山市栄町３－１－１５

澤本圭南子 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

髙木淳史 かなお矯正・小児歯科クリニック 086-294-6480 岡山県岡山市北区田益１２９６－１

田村聡子 日本大学歯学部付属歯科病院小児歯科学講座 03-3219-8406 東京都千代田区神田駿河台1-8-13

藤田茉衣子 神奈川歯科大学小児歯科学講座 046-822-8886 神奈川県横須賀市稲岡町８２

三宅真帆 みやけ歯科クリニック 024-533-1150 福島県福島市森合町１５－５

村上大輔 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野 099-275-6262 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

荒井亮 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座小児歯科学分野 03-3262-3421 東京都千代田区三崎町２－９－１８

池田英史 明海大学歯学部形態機能生育学講座口腔小児歯科学分野 049-285-5517 埼玉県坂戸市けやき台１－１

石田一輝 じぞう通り歯科こども歯科 082-248-3000 広島県広島市中区小町８－２アクアステージ小町２階

江田康輔 明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児歯科学分野 049-279-2743 埼玉県坂戸市けやき台１－１

鹿児島暁子 こどものはいしゃさんNODA DENTAL CLINIC 0942-65-7900 福岡県久留米市諏訪野町２３７８－１Ｆ

北村かおる 北海道大学歯学部小児障害者歯科学講座 011-706-4902 北海道札幌市北区北１３条西７丁目

楠田理奈 日本大学歯学部付属歯科病院 03-3219-8086 東京都千代田区神田駿河台1-8-13

黒澤美絵 神奈川県立こども医療センター歯科 045-711-2351 神奈川県横浜市南区六ッ川２－１３８－４

小林冴子 鶴見大学大学院歯学研究科小児歯科学講座 045-581-8402 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3

小林麻友 デンタルクリニックこばやし 022-341-6811 宮城県仙台市泉区松森字陣ヶ原１１－２６アクロスプラザ南光台東



小林優子 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

駒澤大悟 明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野 049-279-2743 埼玉県坂戸市けやき台１－１

齊藤桂子 岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座 小児歯科学･障害者歯科学分野 019-651-5111 岩手県盛岡市内丸１９－１

棚瀬康介 たなせこどもデンタルクリニック 058-251-8383 岐阜県岐阜市河渡２－２３－３

新見嘉邦 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１－９－２０

西村歩 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

野川奈津子 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

林勇輝 愛知学院大学歯学部小児歯科学講座 052-751-7181 愛知県名古屋市千種区末盛通2-11

増田勝彦 医療法人　貴心会増田歯科医院 06-6916-1118 大阪府守口市梶町４丁目６３－７


