
氏名 勤務先 電話番号 所在地

加藤熈 加藤歯科医院 029-221-2622 茨城県水戸市五軒町２－２－５

石川烈 東京女子医科大学先端生命医科学研究所　客員教授室 03-3226-0825 東京都新宿区河田町８－１

岡本浩 （法）オーデック　岡本歯科医院 082-830-3223 広島市安佐南区安東５－１７－１３

林英昭 ミカエル歯科 043-461-4854 佐倉市西志津４－１－１マルエツ新志津店２Ｆ

稲垣幸司 愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科 052-751-2561 愛知県名古屋市千種区楠元町1-100

楠雅博 楠歯科医院 0799-74-2029 兵庫県淡路市久留麻１９６６－４

滝澤久 滝沢歯科医院 026-292-0247 長野県長野市篠ノ井布施高田９５４

大瀧晃一 医療法人 大滝歯科医院 0234-72-2199 山形県飽海郡遊佐町高砂４７

和田大海 わだ歯科クリニック 0155-34-2001 北海道帯広市西２０条南３丁目１－６

大須賀豊 大須賀歯科クリニック 0532-52-8887 愛知県豊橋市小畷町３１１

山田茂子 山本歯科医院 03-3251-2019 東京都千代田区神田須田町1-3-3

簗瀬一彦 ヤナセ歯科医院 027-361-3811 高崎市飯塚町６０４－８

関谷栄 医療法人 関谷栄歯科 089-965-2388 愛媛県松山市高岡町１７８番地３

田中憲二 医療法人社団 聖医会田中歯科クリニック 03-3800-4507 東京都荒川区東尾久５－１６－１５熊野前コーワハイツ１階

水村裕一 水村歯科医院 0422-22-2631 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-23

増田晴美 ますだ歯科医院 0425-51-8686 東京都羽村市双葉町３－９－１０

汐見登 しおみ歯科医院 055-992-0202 静岡県裾野市平松５２１－２

吉永英司 吉永歯科医院 03-3468-1549 東京都世田谷区代田６－３－２

三辺正人 文教通り歯科クリニック 043-285-2560 千葉県千葉市稲毛区穴川２丁目４－１

田村利之 神奈川歯科大学附属病院先進歯科医療ｾﾝﾀｰ・歯周病診療科 046-822-8880 神奈川県横須賀市小川町１－２３

児玉利朗 神奈川歯科大学附属横浜クリニックインプラント科 045-313-4019 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－３１－６

佃宣和 札幌歯周病・予防歯科 011-208-2621 北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-27札幌北１条駅前通りビル９階

黒木清志 黒木歯科医院 099-267-8411 鹿児島県鹿児島市小松原１－５－５

中川種昭 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室 03-5363-3831 東京都新宿区信濃町３５

白木雅文 朝日大学歯学部歯周病学講座 058-329-1452 岐阜県瑞穂市穂積１８５１

本郷興人 本郷歯科クリニック 013-748-4002 北海道茅部郡森町字砂原１－３０－６４

沼部幸博 日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座 03-3261-5936 東京都千代田区富士見１－９－２０

藤川謙次 藤川歯科医院 03-5777-6480 東京都港区浜松町１－２７－１４サン・キツカワビル２Ｆ

和泉雄一
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

03-5803-5486 東京都文京区湯島１－５－４５

篠原啓之 エス・デンタルクリニック 088-666-0465 徳島市川内町鶴島１７３－５セイワビル５Ｆ

坂上竜資 福岡歯科大学口腔治療学講座歯周病学分野 092-801-0411 福岡県福岡市早良区田村2-15-1

川浪雅光 医療法人社団 北楡会札幌北ビル歯科クリニック 011-716-2525 北海道札幌市北区北７条西２丁目８－１ 札幌北ビル３階

五十子元 いらご歯科医院 0596-22-6001 三重県伊勢市神久１－４－３０

長田豊 鎌倉市口腔保健センター 0467-47-8119 神奈川県鎌倉市台２－８－１－１Ｆ

富井信之 医療法人社団 富信会とみい歯科医院 025-379-7737 新潟県新潟市東区空港西2-20-18

西原廸彦 医療法人周和会 にしはら歯科医院 092-781-5712 福岡県福岡市中央区警固２－１９－９

山岸信博 山岸歯科医院 06-6833-1461 大阪府豊中市新千里東町１－１－３ＳＥＮＲＩＴＯよみうり３Ｆ

星政和 星歯科医院 0136-62-3355 北海道寿都郡寿都町字新栄町175-1

雨宮喜久男 藤沢歯科 0466-26-8541 神奈川県藤沢市南藤沢21-6-401

櫻井千里 さくらい歯科クリニック 043-273-5777 千葉県千葉市花見川区花園１－１５－６

小杉禎久 小杉歯科医院 045-902-8214 神奈川県横浜市青葉区新石川2-15-9蔦かずら２Ｆ

新井英雄 国立療養所 大島青松園 歯科 087-871-3131 香川県高松市庵治町６０３４－１

福田光男 愛知学院大学歯学部歯周健康増進科 052-759-2150 愛知県名古屋市千種区末盛通2-11

向中野浩 マイデンタルクリニック 011-664-0662 北海道札幌市西区発寒１２条５丁目３－１０

小林芳友 (財)江原積善会 積善病院歯科 0868-24-5544 岡山県津山市一方１４０

阿部嘉裕 航空自衛隊春日基地衛生隊 福岡県春日市原町３－１－１

八木宏明 八木歯科東新田クリニック 054-258-7555 静岡県静岡市駿河区東新田４－１１－１６

岡成樹 アップル歯科 0268-21-1818 長野県上田市上田原１１０７－１７

佐瀬聡良 佐瀬歯科医院 043-246-2888 千葉県千葉市中央区新千葉3-14-6

青木護 青木歯科 048-822-3040 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－２９

柴秀樹 広島大学大学院医系科学研究科歯髄生物学研究室 082-257-5656 広島県広島市南区霞１－２－３

佐々木隆博 中野歯科クリニック 019-653-1821 岩手県盛岡市中野１－１７－１

木暮隆司 木暮歯科クリニック 03-5668-5150 東京都葛飾区柴又５－８－３グランコ－ト２Ｆ

松井孝道 松井歯科医院 0985-27-5393 宮崎県宮崎市清水１－５－８

金子憲章 九州看護福祉大学看護福祉学部口腔保健学科 0968-75-1800 熊本県玉名市富尾８８８

岩崎直弥 岩﨑歯科医院 03-3323-8214 東京都世田谷区松原２－４２－１３

本行博 たんぽぽ歯科クリニック 0866-90-0600 岡山県総社市小寺９８５－１

出口眞二 アイランドタワーデンタルオフィス 045-651-6488 神奈川県横浜市中区本町６－５０－１－Ｂ１Ｆ

中川政嗣 国立療養所 長島愛生園 歯科 0869-25-0321 岡山県瀬戸内市邑久町虫明６５３９

遠藤英昭 東北大学病院特殊診療施設感染予防対策治療部 022-717-8431 宮城県仙台市青葉区星陵町４－１
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高橋敏浩 高橋歯科医院 03-3851-5203 東京都台東区浅草橋３－２４－４

佐藤博俊 医療法人寛友会 浅賀歯科医院 048-985-1271 埼玉県越谷市南越谷１－１－５７

辰巳順一 朝日大学歯学部口腔感染医療学講座歯周病学分野 058-329-1451 岐阜県瑞穂市穂積１８５１－１

児島正明 こじま歯科医院 0996-63-4618 鹿児島県出水市中央町１１８０－３

岡村平八郎 医療法人社団弘玄会　岡村歯科医院 022-263-4141 仙台市青葉区上杉４－６－２０

江澤眞恵 医療法人社団慈成会荒巻及川歯科医院 022-234-2631 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町2-11

氏家久 医療法人社団育永会 氏家歯科 03-5670-6480 東京都葛飾区立石７－２－５

野口和行 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野 099-275-6200 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

小田茂 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部 03-5803-5565 東京都文京区湯島１－５－４５

梅田誠 大阪歯科大学附属病院歯周病学講座 06-6910-1055 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17

木下淳博 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教育メディア開発学分野 03-5803-4643 東京都文京区湯島１－５－４５３号館５Ｆ

小勝弘明 小勝歯科医院 0422-43-1961 東京都三鷹市下連雀３－２５－１１サウスコンフォート三鷹３Ｆ

尾﨑幸生 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯周歯内治療学分野 095-819-7683 長崎県長崎市坂本１－７－１

石井克枝 北海道医療大学歯学部歯周歯内治療学分野 0133-23-1211 北海道石狩郡当別町金沢１７５７

中垣直毅 中垣歯科医院 06-6841-8217 大阪府豊中市中桜塚４－７－４

仲川弘誓 なかがわ歯科医院 0143-85-7651 北海道登別市中央町5丁目22-1

根津雄一 根津歯科医院 025-260-0400 新潟市寺尾東３－１－１２

梶本忠保 医療法人社団かめる会アピカ歯科医院 058-336-9088 岐阜県本巣郡北方町春来町１ー２１０

新田浩 東京医科歯科大学大学院医歯薬学総合研究科総合診療歯科学分野 03-5803-5894 東京都文京区湯島１－５－４５

河谷和彦 河谷歯科医院 0745-48-6478 奈良県葛城市勝根２５３－１

高野都喜子 たてばスマイル歯科 045-410-7274 神奈川県横浜市泉区和泉中央南２－１２－５

浅木英理 浅木歯科医院 03-6762-8201 東京都杉並区荻窪２－２１－１７

木村英隆 医療法人 木村歯科福岡天神歯周病ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｾﾝﾀｰ 092-725-1077 福岡県福岡市中央区天神１－６－８天神ツインビル５Ｆ

大森みさき 日本歯科大学新潟病院　総合診療科 025-267-1500 新潟県新潟市中央区浜浦町１－８

原博章 医療法人 ＱＯＬファミール歯科 086-485-1100 岡山県倉敷市林１７３－１

池田康男 池田歯科医院 055-929-2000 静岡県沼津市北高島町１３－３０

石田智子 アイエスデンタルクリニック 03-5785-2953 東京都港区北青山３－５－２５下島ビル４Ｆ

綱川健一 つなかわ歯科医院 0296-72-7127 茨城県笠間市笠間１９５８－１

金谷一彦 かなや歯科クリニック 025-288-6487 新潟県新潟市中央区京王2-1-10

髙橋潤一 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

大野美知昭 スマイル歯科クリニック 079-230-0095 兵庫県姫路市広畑区才１０３７－１６

甲田恭子 ルミエールデンタルクリニック 022-796-3948 宮城県仙台市青葉区上杉1-7-20上杉住研ビル３Ｆ

杉山貴志 大船駅北口歯科 045-891-3334 神奈川県横浜市栄区笠間１－５－１リーフビル３Ｆ

水戸光則 みと歯科クリニック 0123-32-3508 北海道恵庭市緑町２丁目３－１

平野裕之 平野歯科医院 075-221-4934 京都府京都市下京区四条通西洞院東入新釜座町716　四条平野ビル3Ｆ

出口勝敏 出口歯科医院 03-3735-0867 東京都大田区西蒲田８－１６－１

内山真子 まこ歯科クリニック 03-6913-8286 東京都杉並区西荻北３－１９－１ニシオギビル５Ｆ

林智子 林歯科医院 053-485-7748 静岡県浜松市西区大平台４－２－３

澤田麻子 アップル歯科 048-865-7777 埼玉県さいたま市桜区西堀５－３－４０

松原重俊 松原歯科医院 0125-52-6480 北海道砂川市吉野１条南４丁目７－１７

佐藤純 航空自衛隊千歳基地基地業務群衛生隊 北海道千歳市平和 防衛省所有無番地

小郷秀司 おごう歯科 06-6624-3060 大阪府大阪市阿倍野区阪南町２－２４－２２

小林一行 鶴見大学短期大学部歯科衛生科 045-580-8191 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3

村瀬尚子 とこなめ歯科 0569-35-9011 愛知県常滑市新開町３－１３７ヤマキビル２Ｆ

西岡敏明 にしおか歯科 011-614-6386 札幌市西区琴似２条７丁目２－４１琴似２・７ビル２Ｆ

藤本千代 パール歯科 087-876-8766 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１イオン綾川ショッピングセンター

長弘謙樹 旭歯科医院 048-266-1540 埼玉県川口市芝新町６－６

小川智久 日本歯科大学附属病院総合診療科 03-3261-5511 東京都千代田区富士見２－３－１６

石幡浩志 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

土井伸浩 医療法人社団 オーデック土井ファミリー歯科医院 082-832-7555 広島県広島市安佐南区上安３－１－１０－２Ｆ

大塚健司 大塚歯科クリニック 06-6391-1193 大阪府大阪市淀川区三国本町３－３７－３５ヴュール阪急三国３Ｆ

伊藤太一 東京歯科大学口腔インプラント学講座 043-270-3653 千葉県千葉市美浜区真砂１－２－２

吉村篤利 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯周歯内治療学分野 095-819-7681 長崎県長崎市坂本１－７－１

平井友成 平井歯科クリニック 092-714-4618 福岡県福岡市中央区今泉2-5-24権藤ビル２Ｆ

澤本佳宏 澤本歯科医院 095-823-4012 長崎県長崎市元船町１４－６

田村太一 タムラタイチ歯科診療所 03-5269-8338 東京都新宿区若葉１－１３オタカビル２Ｆ

野口裕史 米山南歯科診療室 0283-21-3870 栃木県佐野市米山南町２９－２０

和﨑佳子 和﨑歯科医院 045-572-0896 横浜市鶴見区東寺尾５－５－２２

高島昭博 医療法人 高島歯科医院 093-223-1515 福岡県遠賀郡芦屋町高浜町９－５

小清水まみ 大阪大学大学院歯学研究科口腔分子免疫制御学講座 06-6879-2932 大阪府吹田市山田丘１－８

佐藤哲夫 サトウ歯科医院 0897-41-6551 愛媛県新居浜市土橋１－１０－２４

小林祥子 さちこ歯科 06-6363-6480 大阪府大阪市北区神山町１－７扇町メディックスモール３Ｆ

島田顕 むさしの歯科 0480-65-4188 埼玉県加須市南大桑７３８－４



中野裕香子 岡田歯科医院 019-629-2526 岩手県盛岡市中ノ橋通２丁目２－２２

大久保敬吾 アクロスプラザ歯科医院 045-710-0280 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾１－１６－１５－１Ｆ

岩本義博 篠原歯科医院 0877-24-2456 香川県丸亀市中府町１－２－１５

小柳津功介 おやいづ歯科 086-277-6480 岡山県岡山市中区倉田６７４－４

内藤徹 福岡歯科大学口腔歯学部総合歯科学講座 高齢者歯科学分野 092-801-0411 福岡県福岡市早良区田村2-15-1

宮下徹 宮下歯科医院 0265-72-2418 長野県伊那市荒井３４４８－７

佐藤直人 歯科明徳町クリニック 018-832-4224 秋田県秋田市千秋明徳町３－４８－２Ｆ

菊池重成 きくち歯科医院 03-5388-4071 新宿区西新宿３－１４－１６きくちビル１Ｆ

木村喜芳 木村きよし歯科 0164-23-3886 北海道深川市４条１４－６

吉住千由紀 よしずみ歯科医院 099-267-5533 鹿児島県鹿児島市谷山中央８－６－３

菅原香 月潟歯科クリニック 025-375-2685 新潟県新潟市南区月潟４５７－１

坂口倫章 (医)弘倫会 坂口歯科医院 096-371-8888 熊本県熊本市中央区国府１－１－１－２Ｆ

野々下信幸 野々下歯科 092-413-4852 福岡県福岡市博多区美野島1-19-11

山下素史 山下歯科医院歯周再生インプラント研究所 092-724-8155 福岡県福岡市中央区天神１－１３－６西鉄天神ビル８Ｆ

香坂陽介 (医)おひさま 香坂歯科医院 0827-31-7391 山口県岩国市南岩国町３－２４－１９

日垣孝一 ひがき歯科クリニック 072-898-8090 大阪府枚方市御殿山町１６－１

齋藤彰 さいとう歯科医院 0166-37-0648 北海道旭川市豊岡９条５丁目４－８

齋藤政一 医療法人社団政志会 サイトウ歯科 03-3731-8368 東京都大田区西蒲田６－２１－９

岩野義弘 岩野歯科クリニック 03-6411-4077 東京都世田谷区成城６－９－４笹本ビル２Ｆ

長谷川昌輝 長谷川歯科医院 0537-26-0888 静岡県掛川市本郷１４０４－４

長野孝俊 鶴見大学歯学部歯周病学講座 045-580-8434 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3

宮尾益佳 宮尾歯科クリニック 025-374-6480 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20ＤｅｋｋＹ４０１・１Ｆ

栃原秀紀 栃原歯科医院 096-352-3315 熊本市下通１－１０－２８栃原ビル５Ｆ

山田豊 みなみ歯科クリニック 045-944-3734 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央２１－１１　ソレーユみなみ１Ｆ

竹内康雄
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

合田征司 大阪歯科大学生理学講座 072-864-3014 大阪府枚方市楠葉花園町８－１

松田光正 松田歯科医院 0969-22-2432 熊本県天草市栄町１０－３５

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

宮田昌和 医療法人社団 デンタルオフィス下北沢 03-6407-1397 東京都世田谷区代田６－６－１UNIZO下北沢２Ｆ

川崎輝子 川崎歯科医院 0586-68-0303 愛知県一宮市萩原町萩原1478-2

元木洋史 元木デンタルクリニック 0166-62-4983 北海道旭川市神居４条１０丁目１－１０

宮澤進 宮澤歯科医院 0265-36-2028 長野県下伊那郡松川町元大島1547

岸田衛 経堂デンタルケアクリニック 03-5799-4184 東京都世田谷区経堂１－１８－１０経堂島屋ビル１Ｆ

石川耕司 いずみ歯科医院 03-6379-3737 東京都杉並区和泉３－１２－６グローリオ永福町

山内憲子 (医)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

今村恭也 今村歯科医院 0563-57-3076 愛知県西尾市大給町１０９

松村智美 松村歯科クリニック 082-272-5600 広島県広島市西区己斐本町２丁目１５－４

徳永哲彦 医療法人フィロソフィア徳永歯科クリニック 0940-35-3700 福岡県宗像市赤間駅前１－２－１ライオンズマンション赤間１Ｆ

吉野隆司 よしの歯科クリニック 048-789-6660 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１０－１４

笠井宏記 こすもす歯科医院 0930-26-5666 福岡県行橋市流末１２５２－１

黒田智子 くろだ歯科・矯正歯科 06-6863-8585 大阪府豊中市寺内２－１４－７緑地公園第３千里ハイツ２Ｆ

水野剛志 医療法人社団 水野ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 047-325-9490 千葉県市川市市川１－２１－１

吉川英樹 吉川歯科医院 043-279-9991 千葉市美浜区高洲１－２４－２不動産会館

三浦真由美 歯科・かずクリニック 092-586-6487 福岡県大野城市東大利２－４－６

松本ゆみ グリーン歯科クリニック 086-430-5188 岡山県倉敷市水江１番地

雨宮啓 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

雨宮花 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

武井賢郎 医療法人武井会たけい歯科クリニック 026-272-8000 長野県千曲市鋳物師屋４８９－５

中川泰 なかがわ歯科医院 093-662-4897 福岡県北九州市八幡東区西本町２－５－５

井上一彦 北１条ポプラ歯科クリニック 011-210-8535 北海道札幌市中央区北１条西３丁目３－３３ReePROビル２Ｆ

大串博 医療法人 博道会スマイルライン歯科・矯正歯科六本松 092-737-6633 福岡県福岡市中央区六本松４丁目１－１０アイネットビル１Ｆ

猪子光晴 医療法人社団いのこ歯科医院 0157-24-1134 北海道北見市高栄東町1-4-31

前田明浩 熊本パール総合歯科クリニック健軍院 096-369-5350 熊本県熊本市東区健軍３丁目２４－２２

奥谷暢広 エーデルワイスデンタルクリニック 042-701-1184 神奈川県相模原市南区相模大野３－１２－１２－３Ｆ

石井洋行 石井歯科医院 044-931-0118 神奈川県川崎市多摩区中野島３－１４－３７－２Ｆ

中西伸介 ナカニシデンタルクリニック 048-826-6556 埼玉県さいたま市中央区大戸１－９－７

山口英久 ヒデ・デンタルクリニック 0276-55-1184 群馬県太田市台之郷町２５４－１

真岡淳之 真岡歯科医院 0748-86-2010 滋賀県甲賀市甲南町寺庄１０８１

米良豊常 米良歯科医院 099-255-2729 鹿児島県鹿児島市鷹師２－８－１８

小出容子 昭和大学歯学部歯周病学講座 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

平嶋雄一 ひらしま歯科 0279-30-5454 群馬県北群馬郡榛東村山子田１４６４－１

土肥博幸 どひ歯科クリニック 0957-49-8282 長崎県諌早市山川町３２－１

天雲太一 東北大学大学病院歯科咬合回復科 022-717-8369 宮城県仙台市青葉区星陵町４－１



石井肖得 ＡＱＵＡ石井歯科宇部歯周再生ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｸﾘﾆｯｸ 0836-37-1717 山口県宇部市松山町４－８－２０

征矢亘 医）KUMU ソヤ歯科 0294-24-0648 茨城県日立市弁天町２－１０－１２

高田勝彦 高田歯科 078-333-2666 兵庫県神戸市中央区三宮町1-1-1新神戸ビル５Ｆ

藤本俊男 藤本歯科長洲医院 043-225-2030 千葉県千葉市中央区長洲２－２０－１７

河津寛 河津歯科医院 03-3346-2258 東京都新宿区西新宿１－２６－２新宿野村ビル５Ｆ

添島正和 医療法人社団 平和会添島歯科クリニック 096-381-4118 熊本県熊本市東区京塚本町７－７

平岩正行 ヒライワ歯科医院 082-872-6480 広島県広島市安佐南区上安２－３２－１１

赤崎栄 赤崎歯科 098-867-7077 沖縄県那覇市泊３－５－１２

中島康雄 ごうぎんビル　中島ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 082-544-0200 広島県広島市中区立町１－２３ごうぎん広島ビル８Ｆ

高橋圭一 たかはし歯科医院 03-5988-2338 東京都豊島区目白３－５－１０新緑川瀬ビル４Ｆ

松本一真 レガーレデンタルクリニック 0493-25-4182 埼玉県東松山市大字松山2280-1

小飼英紀 順和会 山王病院歯科・口腔インプラントセンター 03-3402-3151 東京都港区赤坂８－１０－１６

田川雅康 田川歯科医院 03-3722-3115 東京都世田谷区奥沢５－４１－１３－２Ｆ

安田忠司 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

林尚史 医療法人尚志会 林歯科医院 0598-42-7272 三重県松阪市嬉野須賀領町507-1

中曽根直弘 中曽根歯科医院 027-322-3459 群馬県高崎市弓町１２７－１

奈良嘉峰 茅ヶ崎駅前 奈良デンタルクリニック 0467-50-0982 神奈川県茅ヶ崎市幸町２０－１茅ヶ崎三紫ビル１０１

武内博信 たけうち歯科 086-230-7700 岡山県岡山市北区辰巳７－１０９エスコパークヒルズ問屋町１Ｆ

酒井和人 酒井歯科クリニック 03-6801-8703 東京都文京区本郷３－３－１２ケイズビル２Ｆ

稲垣裕司 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

福嶋太郎 福嶋歯科医院 042-389-0281 東京都多摩市馬引沢２－３－２９MAHIKIZAWA ｆ１階

降矢和樹 降矢歯科クリニック 歯科・矯正 055-236-1818 山梨県甲府市下飯田１－２－１４

石田憲嗣 石田歯科 06-6355-2500 大阪府大阪市北区天満2-13-20ハーツ天満橋１Ｆ

武藤昭紀 荒木歯科 052-623-0033 愛知県名古屋市緑区青山２－１９６

紺野有紀子 国際医療福祉リハビリテーションセンターなす療育園 0287-20-5100 栃木県大田原市北金丸２６００－７国際医療福祉大学内

諸岡朋子 日本大学歯学部附属歯科病院歯科保存学第Ⅲ講座 03-3219-8107 千代田区神田駿河台１－８－１３

平塚俊志 江藤歯科医院 0940-32-5101 福岡県宗像市赤間４－１０－１１

松﨑英津子 福岡歯科大学口腔治療学講座歯科保存学分野 092-801-0411 福岡県福岡市早良区田村2-15-1

田内明彦 田内歯科 088-871-0710 高知県高知市北本町１－４－１

窪川恵太 メディケア歯科クリニックさいたま新都心 048-711-1422 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－１３－１

井原雄一郎 井原歯科クリニック 03-5726-9224 東京都目黒区自由が丘１－３－１６キミジマプラザビル１Ｆ

川里邦夫 セレンディピティかわさと歯科 06-6344-5535 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-20桜橋ＩＭビル４Ｆ

早川裕記 福岡歯科 新川院 03-3555-2222 東京都中央区新川１－３－７六甲第二ビル２Ｆ

山田雄一 山田雄一歯科医院 042-634-8030 東京都八王子市子安町４－３－１７ノアール１Ｆ

谷口陽一 谷口歯科医院 011-863-3351 北海道札幌市白石区南郷通１８丁目北７－１７　谷口ビル２Ｆ

吉永泰周 福岡歯科大学口腔治療学講座 歯周病学分野 092-801-0411 福岡県福岡市早良区田村２－１５－１

石川聡 つだぬまオリーブ歯科クリニック 047-470-0118 千葉県習志野市津田沼１－１３－２４－１Ｆ

増田勝実 医療法人社団 明徳会福岡歯科新川院 03-3555-2222 東京都中央区新川１－３－７六甲第２ビル２Ｆ

山口將日 山口歯科医院予防・インプラントセンター 0299-73-2241 茨城県行方市蔵川４３３

玉澤賢 医療法人社団 玉翔会玉澤歯科医院 03-3327-1982 東京都世田谷区大原２－２３－９

蓮池聡 日本大学歯学部保存学教室歯周病学講座 03-3219-8020 東京都千代田区神田駿河台１－８－１３

三木康史 大阪大学歯学部附属病院口腔治療・歯周科 06-6879-2932 大阪府吹田市山田丘１－８

横山大樹 とみせ歯科室 04-7133-2228 千葉県柏市布施１４６－１９

武川泰久 医療法人 武美会ＢｉＶｉ歯科クリニック 048-951-1482 埼玉県八潮市大字大瀬６－１－６－３Ｆ

武内崇博 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３Ｆ３０４区

辻光弘 医療法人 辻歯科医院 0852-24-4582 島根県松江市南田町１４７－１

茂木悠 もてき歯科医院 045-982-3030 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１５－１４リッチハイム青葉台１Ｆ

松田真司 広島大学大学院医歯薬保健学研究院歯周病態学研究室 082-257-5663 広島県広島市南区霞１－２－３

赤澤惠子 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

嘉藤弘仁 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

室田和成 慶應義塾大学病院歯科・口腔外科 03-3353-1211 東京都新宿区信濃町３５

楠侑香子 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部 03-5803-5766 東京都文京区湯島１－５－４５

田村仁美 内藤歯科医院 086-942-8277 岡山県岡山市東区松新町１６９－１

鄭尚賢 医療法人社団 パーフェクトスマイルアイボリー歯科クリニック 042-646-6665 東京都八王子市横山町７－５スペースワンビル２Ｆ

宮下達郎 慶應義塾大学医学部・歯科口腔外科 03-3353-1211 東京都新宿区信濃町３５

田中弘貴 医療法人社団 菅井歯科医院 藤沢 0466-22-3890 神奈川県藤沢市藤沢９７１－１リベール藤沢１０１

鈴木真菜 医療法人社団 神谷歯科クリニック 0545-23-1616 静岡県富士市今泉３９８３－１４

野中由香莉 新潟大学大学院医歯学総合研究科摂食環境制御学講座歯周診断・再建学分野 025-227-2871 新潟市中央区学校町通二番町５２７４

周藤巧 広島すとう歯科・歯周病クリニック 082-567-8020 広島県広島市南区猿猴橋町６－３４－１カープロードクリニックビル５Ｆ

村上弘 愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座 口腔ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ科 052-759-2154 愛知県名古屋市千種区末盛通２－１１

西田英作 愛知学院大学歯学部歯周病学講座 052-751-7181 愛知県名古屋市千種区末盛通２－１１

飯島佑斗 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丁目７－１有楽町電気ビルヂング北館３階

好士亮介 日本大学歯学部医療人間科学分野 03-3219-8192 東京都千代田区神田駿河台１－８－１３



加治屋幹人 広島大学大学院医系科学研究科歯周病態学研究室 082-257-5663 広島県広島市南区霞１－２－３

佐藤暢亮 さとう歯科医院 03-3394-6418 東京都杉並区清水3-27-20

今村健太郎 東京歯科大学歯周病学講座 03-6380-9172 東京都千代田区神田三崎２－９－１８－８Ｆ

髙松秀行 たかまつ歯科医院 03-3332-0154 東京都杉並区久我山３－２２－３

丹羽堯彦 医療法人社団誠和会 浜松みなみ歯科 053-461-3939 静岡県浜松市中区領家１－１－８

向井景祐 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１８５１－１

萬代千恵 まんだい千恵歯科 092-408-1947 福岡県福岡市南区長丘５－２５－１９

森下長 札幌プレミアム歯科 011-748-3700 北海道札幌市東区北８条東１３丁目１－１５

丸山起一 医療法人社団DBH デンタル文京白山 03-6801-8602 東京都文京区白山１－３７－３ＥＸＡＭ白山２Ｆ

大月基弘 DUO Specialist Dental Clinic 06-6136-6480 大阪府大阪市北区中之島３－３－３中之島三井ビルディング１Ｆ


	専門医（2019年度JSP申請→2020年度認証）

