
2021年度機構認定　口腔外科専門医

氏名 勤務先 電話番号 勤務先住所

豊留 宗一郎 近畿大学奈良病院 0743-77-0880 生駒市乙田町１２４８－１

山村　佳子 徳島大学大学院 088-633-7352 徳島市蔵本町３－１８－１５

伊禮　充孝 沖縄県立北部病院 098-052-2719 名護市大中２－１２－３

佐藤　潔 佐藤歯科クリニック 03-3339-8148 杉並区下井草１－１－２

高原　利和 千葉県済生会習志野病院 047-473-1281 習志野市泉町１丁目１−１

河岡　有美 京都医療センター 075-641-9161 京都市伏見区深草向畑町１－１

髙田　満 東京都立墨東病院 03-3633-6151 墨田区江東橋４－２３－１５

小栗　崇 しろやま歯科 0573-67-7777 中津川市苗木 4900-8

星野　照秀 東京歯科大学水道橋病院 03-3262-3421 千代田区神田三崎町２－９－１８

山田　浩太 やまだ歯科クリニック 0763-23-4825 南砺市やかた320

若山　博隆 西尾ファミリー歯科口腔外科 0563-56-6600 西尾市今川町落１６－１

浅田　泰幸 長浜赤十字病院 0749-63-2111 長浜市宮前町１４－７

小林　義和 藤田医科大学医学部 0562-93-9098 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８

関川　翔一 東京歯科大学市川総合病院 047-322-0151 市川市菅野5-11-13

黒川　聡司 奈良県立医科大学 0744-22-3051 橿原市四条町８４０

久保田 恵理 済衆館病院 0568-21-0811 北名古屋市鹿田西村前１１１番地

緒方　絹子 長崎大学病院 095-819-7704 長崎市坂本１－７－１

山中　茂樹 京都大学医学部附属病院 075-751-3005 京都市左京区聖護院川原町５４

三邉　正樹 東京歯科大学 047-322-0151 市川市菅野５丁目１１－１３

坪井 香奈子 榛原総合病院 0548-22-1131 静岡県牧之原市細江２８８７－１

宮本　昇 琉球大学医学部 098-895-3331 沖縄県中頭郡西原町字上原２０７

橋詰　正夫 信州大学医学部 0263-35-4600 松本市旭３－１－1

杉本　圭佑 磐田市立総合病院 0538-38-5000 磐田市大久保５１２－３

内堀　雅博 東海大学医学部付属病院 0463-93-1121 伊勢原市下糟屋１４３

渕上　貴央 鹿児島大学病院 099-275-6242 鹿児島市桜ケ丘８－３５－１

市村　典久 名古屋大学大学院 052-741-2111 名古屋市昭和区鶴舞町６５

小畑　協一 岡山大学病院 086-235-6702 岡山市北区鹿田町２－５－１

早川　泰平 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 052-481-5111 名古屋市中村区道下町３－３５

栗林　伸行 愛媛大学大学院 089-960-5393 愛媛県東温市志津川４５４

田中　宏史 済生会西条病院 0987-55-5100 西条市朔日市２６９－１

宇田川　源 東京女子医科大学八千代医療センター 03-3353-8111 新宿区河田町８－１

喜田　晶洋 君津中央病院 0438-36-1071　 木更津市桜井１０１０

樋口　佑輔 青梅市立総合病院 0428-22-3191 青梅市東青梅４－１６－５

齋藤　大輔 新潟大学大学院 025-227-2880 新潟市中央区学校町通２－５２７４

伊藤　泰隆 東京歯大学市川総合病院 047-322-0151 市川市菅野５－１１－１３

木村　敦 南荻窪木村歯科診療所 03-3335-1430 杉並区南荻窪4－40－16レフィアント南荻窪1階

河野 多香子 大阪歯科大学病院 06-6910-1111 大阪市中央区大手前１－５－１７

後藤　新平 南部徳洲会病院 098-998-3221　 島尻郡八重瀬町外間171-1

有本　智美 神戸大学病院 078-382-5111 神戸市中央区楠町７－５－２

西村　奈穂 大阪国際がんセンター 06-6945-1181 大阪市中央区大手前３－１－６９

高橋　理 九州歯科大学 093-582-1131 北九州市小倉北区真鶴２－６－１

仙頭　慎哉 高知大学医学部 088-880-2423 高知県南国市岡豊町小蓮１８５番地１

和田 麻友美 北海道大学大学院 011-706-4280 札幌市北区北１３条西７丁目

前原　隆 九州大学病院 092-642-6447 福岡市東区馬出３－１－１

岡本 健二朗 和歌山県立医科大学医学部 073-447-2300 和歌山市紀三井寺８１１－１

竹下　尚志 熊本大学病院 096-373-5288 熊本市中央区本荘１－１－１

朽名　智彦 富山市立富山市民病院 076-422-1112 富山市今泉北部町２－１

加藤　宏 東京歯科大学水道橋病院 03-3262-3421 千代田区神田三崎町２－９－１８

小松　祐子 岩手医科大学歯学部 019-651-5111 岩手県紫波郡矢巾町医大通１丁目１－１

木下 久美子 JCHO大阪病院 06-6441-5451 大阪市福島区福島4-2-78

姫嶋　皓大 大阪歯科大学病院 06-6910-1509 大阪市中央区大手前１－５－１７

中川 記世子 八尾徳洲会総合病院 072-993-8501 八尾市若草町１－１７

井上　勝元 明海大学歯学部 049-279-2809 坂戸市けやき台１－１

松岡 祐一郎 鶴田病院 096-382-0500 熊本市東区保田窪本町10-112

石川　敬彬 大阪歯科大学病院 06-6910-1076 大阪市中央区大手前１－５－１７

武田　裕利 東北大学大学院 022-717-8350 仙台市青葉区星陵町４－１



氏名 勤務先 電話番号 勤務先住所

駒谷　徹 京都民医連中央病院 075-822-2777 京都市中京区西ノ京春日町１６－１

齋藤　智昭 千葉大学病院 043-222-7171 千葉市中央区亥鼻１－８－１

橘　竜佑 横浜総合病院 045-902-0001 横浜市青葉区鉄町２２０１－5

南部　弘喜 なんぶ歯科クリニック 076-255-6612 金沢市駅西新町３－１－３１

石橋  修 八戸赤十字病院 0178-27-3111 八戸市大字田面木字中明戸２番地

園田　悟 そのだ歯科医院 0993-22-3561 鹿児島県指宿市湊１－１２－６木之下クリニック２Ｆ

吉田　秀児 東京歯科大学水道橋病院 03-6380-9242 千代田区神田三崎町２－９－１８

宮井　大介 西脇市立西脇病院 0795-22-0111 西脇市下戸田６５２番地の１

新崎　章 愛知学院大学 052-759-2111 名古屋市千種区末盛通２－１１

葦沢　健 三思会　東邦病院 0277-76-6311 みどり市笠懸町阿左美1155

坂本　由紀 関西医科大学総合医療センター 06-6992-1001 守口市文園町１０－１５

野池　淳一 長野ひだまり歯科 026-214-8417 長野市稲葉８５２－１

赤根　昌樹 大阪回生病院 06-6393-8124 大阪府大阪市淀川区宮原１－６－１０

中山　温史 岩手県立磐井病院 0191-23-3452 一関市狐禅寺字大平１７

松末　友美子 奈良県立医科大学 0744-29-8875 橿原市四条町８４０

藤田　剛史 藤田歯科クリニック 078-997-8550 神戸市西区樫野台3-12-8

高田　直樹 兵庫県立淡路医療センター 0799-22-1200　 洲本市塩屋1-1-137

光安　岳志 九州大学病院 092-642-6447 福岡市東区馬出３－１－１

三科　正見 寿泉堂綜合病院 0249-32-6363 郡山市駅前１－１－１７

正木　日立 正木歯科クリニック 0466-82-2070 藤沢市善行１－５－１０田野井ビル１Ｆ

豊原　幸代 タニダ歯科医院 0797-61-2000 西宮市東山台１－１０－５

大屋　盛道 大屋歯科クリニック 022-772-1182 仙台市泉区野村字筒岫屋敷７－１

安原　豊人 安原歯科医院 078-926-3511 明石市林崎町２－１－１０

馬渕　亜希子 大通りルル歯科・口腔外科クリニック 011-261-7722 札幌市中央区南二条西１丁目５ 丸大ビル６階

園部　純也 京丹後市立久美浜病院 0772-82-1500 京都府京丹後市久美浜町１６１番地

首藤　敦史 岸和田徳洲会病院 072-445-9915　 岸和田市加守町4-27-1

今上　修一 富山大学大学院 076-434-7383 富山市杉谷２６３０

齋藤　友克 かまりや歯科医院 045-782-2980 横浜市金沢区釜利谷東６－５－９

楠山　友紀子 大阪府済生会吹田病院 06-6382-1521 吹田市川園町1-2

金子　哲治 福島県立医科大学 024-547-1352 福島市光が丘１番地

徳宮　元富 行岡病院 06-6371-9921 大阪市北区浮田２－２－３

河原　健司 かわはら歯科口腔外科 042-797-2368 町田市小山町１１９３

武田　明子 エースデンタルクリニック 03-6382-8068 中野区中野４－３－１　サンクオーレ２０３

宇治　保義 小楠歯科医院 096-360-0826 熊本市沼山津４－１－２２

坂下　英明 我孫子聖仁会病院 04-7181-1100 我孫子市柴崎1300

宮島　貴博 みやじま歯科クリニック 053-413-2233 浜松市中区中央１－１５－１６－１０２

升井　一朗 医）広仁会　広瀬病院 092-731-2345 福岡市中央区渡辺通１目１２番１１号

塚本　雄一 塚本歯科医院 06-6789-8118 東大阪市小阪２－１５－１

鈴木　正二 明海大学歯学部 0492-85-5511 坂戸市けやき台１－１

小林　孝憲 長岡赤十字病院 0258-28-3600 長岡市千秋２丁目２９７番地１

福富　義一 福富歯科医院 0968-74-1001 熊本県玉名市高瀬５３７

鍋島　弘充 ひばりが岡歯科医院 052-835-8020 名古屋市瑞穂区弥富町緑ヶ岡４－１５

飯島　響 飯島歯科医院 0263-32-2481 松本市深志３－８－２

佐藤　敦 岩手病院 0191-25-2221 一関市山目字泥田山下４８

小玉　直樹 こだま歯科・口腔外科クリニック 024-955-6118 郡山市中野１－２３

阿知波　基信 愛知学院大学 052-759-5158 名古屋市千種区末盛通２－１１

寺辺　勝之 寺辺歯科医院 059-228-3623 津市栄町４丁目２４９番地

今井　謙一郎 丸木記念福祉メディカルセンター 049-276-1496 埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８

太田　充彦 中部国際医療センター 0574-66-1100 美濃加茂市健康のまち一丁目一番地

俵本　眞光 俵本歯科医院 0745-62-1010 奈良県御所市櫛羅３３７－２

鈴木　麻衣子 昭和大学歯科病院 03-3787-1151 大田区北千束２－１－１

家森　正志 滋賀医科大学医学部 077-548-2354 大津市瀬田月輪町

江幡　晃治 えばた歯科 058-295-6811 岐阜市西中島３－５－１４パークサイドステージ１階

野村　公子 友紘会総合病院 072-641-2488 茨木市西豊川町２５－１

石田　洋一 いしだ歯科クリニック 0568-82-0056 春日井市八田町２丁目１－２１

北川　眞理子 倉内歯科 053-473-2333 浜松市中区住吉１－４３－１７

尾島　泰公 あかし友愛歯科 078-944-0077 明石市魚住町住吉４丁目４－１

関谷　亮 鈴木歯科矯正歯科 0463-73-0648 神奈川県中郡二宮町二宮９３７



氏名 勤務先 電話番号 勤務先住所

藤川　考 ふじかわ歯科クリニック 044-982-3048 川崎市中原区下新城２－３－１９

傳田　祐也 長野赤十字病院 026-226-4131 長野市若里５－２２－１

大森　昭輝 大森歯科口腔外科クリニック 078-732-1184 神戸市須磨区飛松町３丁目２－５－３０１中田ビル３Ｆ

高嶌　森彦 音羽病院 075-593-4111 京都市山科区音羽珍事町２番地

山本　直典 太子病院 079-277-1812 揖保郡太子町鵤387

清水　敏之 清水歯科 06-6443-7100 大阪市福島区玉川４丁目１３番１８号

大浦　健宏 大浦歯科医院 076-422-4182 富山市堀川小泉町２３１－２

大村　欣章 大村歯科医院 03-5982-2460 豊島区目白３－５－１３　フジヤビル４Ｆ

今村　栄作 横浜総合病院 045-902-0001 横浜市青葉区鉄町２２０１－５

前多　雅仁 前多歯科医院 0568-84-2206 春日井市六軒屋町6-8　アイビル2F

中山　洋子 松本歯科大学 0263-51-2066 塩尻市広丘郷原１７８０番地

橋本　健吾 大垣市民病院 0584-81-3341 大垣市南頬町４－８６

森下　寛史 もりした歯科医院 072-262-6676 大阪府高石市加茂４－１１－７

小川　欽也 小川歯科医院 0182-32-0019 横手市大町７－１９

喜久田　利弘 新百合ヶ丘総合病院 044-322-9991 川崎市麻生区古沢都古２５５

鈴木　将之 鈴木デンタルクリニック 052-586-0725 名古屋市中村区名駅南２－１４－１９住友生命名古屋ビル２Ｆ

勝山　直彦 ふじ歯科口腔外科クリニック 0545-67-0118 富士市南町4-12

瀧沢　淳 浅間総合病院 0267-67-2295 佐久市岩村田１８６２－１

和久田　哲生 和久田歯科医院 0595-21-8241 三重県伊賀市平野城北町１１３

田中　香衣 神奈川歯科大学 046-822-8895 横須賀市小川町１番地２３

金崎　朋彦 大阪府済生会 千里病院 06-6871-0121 吹田市津雲台１－１－６

河地　誉 牛久愛和総合病院 029-870-5525 茨城県牛久市猪子町８９６

広田　克征 広田デンタルクリニック　 06-6882-4182 大阪市北区天神橋２丁目２－１０ワイズビル５Ｆ

白石　剛士 函館病院 0138-51-6281 函館市川原町１８番１６号

津野田　恵子 津野田歯科医院 096-382-5927 熊本市中央区水前寺６丁目４１－２２

新美　直哉 ナオクリニックデンタル 0569-89-2765 愛知県半田市乙川向田町１－３３

篠原　久幸 北竜町立歯科診療所 0164-34-2656 北海道雨竜郡北竜町字和２－１７

織田　元 みやこデンタル クリニック 052-462-8282 愛知県名古屋市千種区大島町１－４－１

安東　亮宏 いのうえまさとし歯科医院 075-723-8241 京都市左京区下鴨高木町１

太田　之博 おおた歯科・口腔外科クリニック 072-246-4182 堺市北区百舌鳥赤畑町１－１

山下　雅子 相模野病院 042-752-2025 相模原市中央区淵野辺１－２－３０

鶴木　三郎 鶴木クリニック医科歯科 047-334-0030 市川市八幡１－１９－１３

小根山　隆浩 日本歯科大学新潟病院 025-267-1500 新潟市中央区浜浦町１－８

佐木　宏吉 下呂市立金山病院 0576-32-2121 下呂市金山町金山973-6

岩瀬　博建 いわせ歯科口腔外科耳鼻咽喉科クリニック 0288-32-7311 日光市塩野室町１０７－３

高須　曜 横浜市立大学市民総合医療センター 045-261-5656 横浜市南区浦舟町４－５７

佐藤　栄需 鹿島病院 0299-82-1271 鹿嶋市平井１１２９－２

鈴木　孝裕 Suzuki Dental  2120 Hedgcoxe Rd, Ste 150, Plano, TX 75025, USA

立川　敬子 東京医科歯科大学 03-5803-5773 文京区湯島１－５－４５

杉山　芳樹 東京医学技術専門学校 03-3626-4111 墨田区横網１－１０－８

上沼　明子 かみぬま歯科クリニック 0265-34-4550 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲９０７９－３

谷　亮治 広島大学 082-257-5667 広島市南区霞１－２－３

小林　敦 こばファミリー歯科クリニック 058-389-0118 岐阜県各務原市那加緑町２丁目１７番地

上海道　範昭 上海道歯科医院 0744-44-1182 奈良県桜井市太田２４２－３

大倉　一徳 おおくら歯科口腔外科 03-5760-7110 世田谷区等々力５－９－２

八上　公利 松本歯科大学 0263-51-2153 塩尻市広丘郷原１７８０番地

足立　誠 名古屋徳洲会総合病院 0568-51-8711 春日井市高蔵寺町北２丁目５２番地

米本　和弘 高山赤十字病院 0577-32-1111 高山市天満町３－１１

加藤　晃一郎 関東労災病院 044-411-3131 川崎市中原区木月住吉町１－１

澁谷　智明 日立製作所京浜地区産業医療統括センター 045-443-5832 横浜市戸塚区吉田町２９２

藤田　祐生 市立豊中病院 06-6843-0101 豊中市柴原町４丁目１４番１号

小松原　秀紀 シニア歯科オーラルケアクリニック新神戸 078-242-2330 神戸市中央区野崎通３丁目３－３２

鈴木　幸一郎 公益社団法人地域医療振興協会　石岡第一病院 0299-22-5151 石岡市東府中１－７

伊東　優 愛知学院大学 052-759-2158 名古屋市千種区末盛通２－１１

佐藤　孝幸 牛久愛和総合病院 029-873-3111 茨城県牛久市猪子町８９６

土居　敏英 土居歯科医院 072-721-7996 箕面市箕面５－１－５２みのおアルコス３Ｆ

福元　俊輔 九州がんセンター 092-541-3231 福岡市南区野多目３－１－１

松井　有恒 仙台十七歯科医院 022-354-1719 仙台市若林区なないろの里３－５－６



氏名 勤務先 電話番号 勤務先住所

平野　公彦 国東市民病院 0978-67-1211 大分県国東市安岐町下原１４５６番地

田邉　陽子 新富士病院 0545-36-2211 静岡県富士市大淵字大峯３８９８－１

杉　政和 杉歯科クリニック 076-234-5010 金沢市袋町４－１２

林　輝嘉 林歯科医院 06-6436-0456 尼崎市南武庫之荘５丁目２－３２

舘林　茂 大阪インプラントセンター 06-6344-8232 大阪市北区梅田１－１１－１００駅前第４ビル１Ｆ

金井　郁代 東芝林間病院 042-742-3577 相模原市南区上鶴間７－９－１

石田　悟 ファミリーデンタルイシダ 052-531-2992 名古屋市西区上名古屋１－３－１３

大久保　康則 大津京おおくぼ歯科医院 077-521-1500 大津市皇子が丘３－４－３１

宮部　悟 愛知学院大学 052-759-2160 名古屋市千種区末盛通２－１１

中嶋　頼俊 社会医療法人恵佑会　歯科口腔外科クリニック 011-788-8261 札幌市中央区南１条西４丁目５－１大手町ビル６階

高橋　悦子 JCHO東京蒲田医療センター 03-3738-8221 大田区南蒲田２－１９－２

池田　篤司 富山大学 076-434-7383 富山市杉谷２６３０

柴山　尚大 市立旭川病院 0166-24-3181 旭川市金星町１－１－６５

角田　和之 慶應義塾大学 03-3353-1211 新宿区信濃町３５

澤木　康一 広島市立広島市民病院 082-221-2291 広島市中区基町７－３３

門脇　繁 二期会歯科クリニック 011-251-2220 札幌市中央区北３条西２丁目１番地  NC北専北三条ビル８Ｆ

本間　克彦 鶴岡市立荘内病院 0235-26-5111 鶴岡市泉町４－２０

浅井　英明 聖霊病院 052-832-1181 名古屋市昭和区川名山町５６

辻　洋史 喜多町歯科クリニック 0721-64-1441 大阪府河内長野市喜多町１９３－１

平田　康 平田歯科医院 042-541-0465 昭島市玉川町３－１－２３－１Ｆ

足立　忠文 あだち歯科口腔外科 072-747-4188 伊丹市松ヶ丘１丁目１２２番地

陶山　一隆 すやま歯科 095-843-7234 長崎市千歳町１１番１号スプリーム千歳町１Ｆ

福與　晋邦 公立昭和病院 042-461-0052 小平市花小金井８－１－１

五十嵐　恵一 公益財団法人鷹揚郷腎研究所青森病院 017-781-9331 青森市石江字岡部１０１－１

竹内　憲民 松原徳洲会病院 072-334-3400 大阪府松原市天美東７－１３－２６

佐瀬　美和子 自治医科大学 0285-58-7390 下野市薬師寺３３１１－１

松浦　隆 まつうら歯科クリニック 0766-73-6480 高岡市蓮花寺１３６－１

泉　直也 柏崎総合医療センター 0257-23-2165 柏崎市北半田２－１１－３

佐藤　光 みゆき歯科クリニック 0242-22-0220 会津若松市中央２－５－１

沼　健博 相武台病院 046-256-5111 座間市相武台１－９－７

大塚　芳基 おおつか歯科口腔外科 079-233-6544 姫路市飾磨区三和町２１－５

三谷　豊美 大阪大学大学院 06-6879-2936 吹田市山田丘１－８

荒尾　宗孝 京ヶ峰岡田病院 0564-62-1421 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字石ノ塔８

市延　真紀 河野歯科医院 045-481-0840 横浜市神奈川区神大寺３－３３－１７アムールフジ１階

三島　清香 京都大学医学部附属病院 075-751-3111 京都市左京区聖護院川原町５４

中島　敏文 JA神奈川県厚生連相模原協同病院 042-761-6020 相模原市緑区橋本台４－３－１

正重　裕一 大阪赤十字病院 09-6774-5111 大阪市天王寺区筆ケ崎町５－３０

佐藤　修一 登米歯科診療所 0220-52-3420 登米市登米町寺池桜小路１３２番地１

村上　有二 村上歯科口腔外科医院 01547-6-0608 釧路市音別町中園１丁目１３０

加藤　勇 加藤歯科医院 0565-52-5077 豊田市竹元町二ッ池６番地７７

小宮山　高之 こみやま歯科医院 047-314-4618 市川市新田３－１７－９

藤元　栄輔 金沢病院 076-252-2200 金沢市沖町ハ－１５

中松　耕治 飯塚病院 0948-29-8030 福岡県飯塚市芳雄町３－８３

木村　将士 大垣市民病院 0584-81-3341 大垣市南頬町４丁目８６番地

須賀　則幸 公立福生病院 042-551-1111 福生市加美平１丁目６－１

小林　淳一 札幌西円山病院 011-642-4121 札幌市中央区円山西町４－７番２５

窪田　亮介 大阪歯科大学 06-6910-1111 大阪市中央区大手前 1-5-17

加納　みわ 加納歯科クリニック 079-243-0710 姫路市飾磨区加茂２９４－１

中林　基 なかばやし歯科 03-6657-7070 葛飾区青戸４丁目１２番１２号

伊介　昭弘 東京慈恵会医科大学附属第三病院 03-3480-1151 狛江市和泉本町４－１１－１

室木　俊美 室木歯科口腔外科医院　口腔インプラントセンター 0767-66-0489 七尾市中島町浜田レ部１２－１

清水　英孝 済生会吹田病院 06-6382-1521 吹田市川園町１－２

渡邉　俊英 千葉県こども病院 043-292-2111 千葉市緑区辺田町５７９－１

和田　剛信 大阪みなと中央病院 06-6572-5721 大阪市港区磯路１丁目７番１号

林　誠一 林歯科医院 045-753-7796 横浜市磯子区丸山２－７－１

岡本　秀治 おかもと歯科 0859-30-2231 米子市皆生温泉１－１１－３４

島﨑　士 TMGあさか医療センター 048-466-2055 朝霞市溝沼１３４０－１

宮本　謙 岐阜県立下呂温泉病院 0576-23-2222 岐阜県下呂市森２２１１



氏名 勤務先 電話番号 勤務先住所

服部　雄紀 公立陶生病院 0561-82-5101 愛知県瀬戸市西追分町１６０番地

柳澤　高道 耳原総合病院 072-241-0501 堺市堺区協和町４丁４６５

本橋　征之 旭川医科大学 0166-68-2270 旭川市緑が丘東2条１丁目１番１号

長嶺　健二郎 兵庫駅前ながみね歯科 078-577-2525 神戸市兵庫区大開通８－１－３

齋藤　浩人 荏原病院 03-5734-8000 大田区東雪谷４－５－１０

杉山　健太郎 杉山デンタルクリニック 047-333-9721 市川市八幡２－９－１４

荒川　美貴子 名古屋医療センター 052-951-1111 名古屋市中区三の丸４丁目１－１

大野　清二 高知大学 088-880-2423 高知県南国市岡豊町小蓮

五十嵐　友彦 五十嵐歯科口腔外科 011-664-5123 札幌市西区発寒十三条３丁目７－２６パサージュ発寒１階

河野　通秀 東京医科大学 03-3342-6111 新宿区西新宿６－７－１

笠原　清弘 東京歯科大学 03-5275-1725 千代田区神田三崎町２－９－１８

井筒　崇司 山形県立中央病院 023-685-2626 山形市青柳１８００

八十　篤聡 昭和大学歯学部 03-3787-1151 大田区北千束２－１－１

小牧　完二 市立四日市病院 059-354-1111 四日市市芝田２丁目２－３７

中村　貴司 なかむら歯科医院 093-663-2008 北九州市八幡東区天神町１－２８

井上　雄 雄歯科 0287-65-1235 那須塩原市島方５３８－１４

加藤　雅民 かとう歯科クリニック 0566-54-4488 愛知県高浜市屋敷町４－２－１５

志田　裕子 埼玉医科大学国際医療センター 042-984-4111 日高市山根１３９７－１

上田　剛生 沖縄県立中部病院 098-973-4111 沖縄県うるま市宮里２８１

山田　龍平 大阪急性期・総合医療センター 06-6692-1201 大阪市住吉区万代東３丁目１－５６

岩田　雅裕 宇治徳洲会病院 0774-20-1111 宇治市槇島町石橋１４５

山口　晃 中央歯科 011-221-6483 札幌市中央区南2条東3丁目9番9

三浦　桂一郎 長崎大学大学院 095-819-7698 長崎市坂本１－７－１

後藤　新吾 ごとう歯科クリニック 0568-51-5222 愛知県春日井市白山町３－１１－１３

森　裕介 ひろせ台歯科クリニック 04-2955-2156 狭山市広瀬台１－１－７

鈴木　茂 さいたま北部医療センター 048-663-1671 さいたま市北区宮原町１－８５１

齋藤　知之 日本鋼管病院 044-333-5591 川崎市川崎区鋼管通1丁目２番１号

田中　延幸 田中歯科 03-5691-0118 足立区西新井本町２－２－１

宮本　重樹 宮本歯科医院 025-243-3433 新潟市中央区鐙西１－１０－１５石黒ビル２Ｆ

濱田　勇人 東京医科大学 03-3342-6111 新宿区西新宿６－７－１

阿部　史佳 大分大学医学部附属病院 097-586-6703 由布市挟間町医大ヶ丘１－１

松原　良太 まつばら歯科口腔外科こども歯科 0968-82-8645 熊本県玉名市六田２９－４

田中　純一 平内歯科クリニック 017-755-4182 青森県東津軽郡平内町小湊字小湊１３１－１

田村　稔 にこにこデンタルクリニック 0261-23-5612 長野県大町市常盤3587-1

小林　隆太郎 日本歯科大学附属病院 03-3261-4755 千代田区富士見２－３－１６

小堀　善則 耳鼻咽喉科　麻生病院 011-731-4133 札幌市東区北４０条東１丁目

西村　則彦 にしむら歯科医院 078-413-8280 神戸市東灘区深江北町４－８－６宮脇ビル２０１

鈴木　麻美 湘南東部総合病院 0467-83-9111 茅ヶ崎市西久保５００

永田　心 三重大学大学院 059-232-1111 津市江戸橋２－１７４

大賀　則孝 北海道大学大学院 011-706-4280 札幌市北区北１３条西７丁目

浅香　雄一郎 苫小牧市立病院 0144-33-3131 苫小牧市清水町１丁目５－２０

山口　聡 東京医科歯科大学 03-5280-8022 千代田区神田駿河台２－３－１０

千賀　勝広 岡崎友愛歯科 0564-32-3335 岡崎市筒針町池田１４７－１

石丸　孝則 たんぽぽ会歯科東淀川院 06-6160-0070 大阪市東淀川区瑞光４丁目３－３

鍛冶　昌孝 桜歯科診療所 076-471-6548 富山市中田２－１２－１

佐藤　仁 八重洲中央歯科 03-3273-1288 中央区日本橋３－５－１１八重洲中央ビル４Ｆ

高原　正明 高原歯科医院 043-261-3762 千葉市中央区星久喜町１１６２－１６

宮下　仁 東北大学大学院 022-717-8350 仙台市青葉区星陵町４－１

稲掛　耕太郎 殿町歯科 0598-26-5723 松阪市殿町１２３５

秋本　祐基 函館五稜郭病院 0138-51-2295 函館市五稜郭町３８番３号

尾崎　尚 音羽病院 075-5934-1111 京都市山科区音羽珍事町2

関　　宏 せき歯科クリニック 018-874-7717 秋田市牛島西３丁目６－１６

助川　信太郎 香川大学 087-891-2227 木田郡三木町池戸1750-1

内山　健志 東京歯科大学 043-270-3976 千葉市美浜区真砂１－２－２

坂上　卓也 さかがみ歯科口腔外科 0738-52-7585 和歌山県御坊市湯川町小松原３６５－７

樺沢　勇司 東京医科歯科大学大学院 03-5803-4647 文京区湯島１－５－４５

澁井　武夫 日本歯科大学附属病院 03-3261-5511 千代田区富士見２－３－１６

岩渕　博史 国際医療福祉大学 0287-37-2221 那須塩原市井口５３７－３



氏名 勤務先 電話番号 勤務先住所

櫻井　博理 日本海総合病院 0234-26-2001 酒田市あきほ町３０

堀江　彰久 関東労災病院 044-411-3131 川崎市中原区木月住吉町１－１

金　秀樹 奥羽大学歯学部 024-932-9356 郡山市富田町字三角堂３１－１

中山　敦史 愛知学院大学 052-759-2158 名古屋市千種区末盛通２－１１

橋本　憲一郎 福岡歯科大学医科歯科病院 092-801-0411 福岡市早良区田村２－１５－１

関谷　秀樹 東邦大学医学部 03-3762-4151 大田区大森西６－１１－１

上田　倫弘 北海道がんセンター 011-811-9111 札幌市白石区菊水四条２丁目３－５４

沢井　奈津子 神奈川歯科大学大学院 046-822-8895 横須賀市稲岡町８２

東森　秀年 呉共済病院 0823-22-2111 呉市西中央２丁目３－２８

成相　義樹 松江市立病院 0852-60-8000 松江市乃白町３２－１

亀井　和利 横浜労災病院 045-474-8111 横浜市港北区小机町３２１１

深田　健治 医療法人敬歯会 045-773-3606　[横浜市金沢区並木1-19-21

浜口　裕弘 八尾市立病院 0729-22-0881 八尾市竜華町１－３－１

莇生田　整治 慶應義塾大学 03-3353-1211 新宿区信濃町３５

鈴木　泰明 すずき歯科口腔外科クリニック 03-5946-8455 文京区関口１－９－１２ローレル文京１F

永易　裕樹 北海道医療大学 011-778-7558 札幌市北区あいの里２条５丁目

道　泰之 東京医科歯科大学大学院 03-5803-5506 文京区湯島１－５－４５

廣田　誠 横浜市立大学附属市民総合医療センター 045-261-5656 横浜市南区浦舟町４－５７

池田　久住 佐世保市総合医療センター 0956-24-1515 佐世保市平瀬町９－３

植野　高章 大阪医科薬科大学 072-683-1221 高槻市大学町２－７

松本　耕祐 神戸中央病院 078-594-2211 神戸市北区惣山町２丁目１－１

岩本　修 今村病院 0942-82-0461 鳥栖市轟木町1523-6

鏡内　肇 国立循環器病研究センター 06-6170-1070 吹田市岸部新町６番１

丸岡　豊 国立国際医療研究センター 03-3202-7181 新宿区戸山１－２１－１

高岡　一樹 兵庫医科大学 0798-45-6677 西宮市武庫川町１－１

宮崎　晃亘 札幌医科大学 011-611-2111 札幌市中央区南１条西１６丁目２９１

鈴木　健司 神奈川歯科大学大学院 0468-22-8895 横須賀市稲岡町８２

増本　一真 浜松医科大学 053-435-2349 浜松市東区半田山１－２０－１

羽鳥　仁志 厚生労働省関東信越厚生局 03-6692-5447 新宿区西新宿６－２２－１新宿スクエアタワー（１１階）

小池　剛史 伊那中央病院 0265-72-3121 伊那市小四郎久保１３１３番地１

馬越　誠之 公立福生病院 042-551-1111 福生市加美平１丁目６－１

田村　暢章 明海大学 049-285-5511 坂戸市けやき台１－１

竹信　俊彦 大阪歯科大学 06-6910-1111 大阪市中央区大手前1丁目5番17号

森田　圭一 東京医科歯科大学大学院 03-5803-5510 文京区湯島１－５－４５

吉岡　幸男 広島大学大学院 082-257-5668 広島市南区霞１－２－３

船山　昭典 新潟大学大学院 025-227-2878 新潟市中央区学校町通２－５２７４

畑田　憲一 はただデンタルクリニック 03-6276-8875 渋谷区本町３－４９－１６－１Ｆ

長谷川　正午 愛知学院大学 052-759-2160 名古屋市千種区末盛通２－１１

渡邊　裕 北海道大学大学院 011-706-4582 札幌市北区北１３条西７丁目

岡部　孝一 おかべ歯科医院 076-213-8121 金沢市西金沢新町１８２番地

牧田　浩樹 中濃厚生病院 0575-22-2211 岐阜県関市若草通５丁目１番地

長田　哲次 近畿大学奈良病院 0743-77-0880 生駒市乙田町１２４８－１

重松　司朗 東京都立多摩総合医療センター 042-323-5111 府中市武蔵台２－８－２９

兒玉　正明 徳山中央病院 0834-24-4411 山口県周南市孝田町１－１

日野　聡史 愛媛大学大学院 089-960-5393 愛媛県東温市志津川４５４

山下　善弘 宮崎大学医学部 0985-85-3786 宮崎市清武町木原５２００

木谷　憲典 鳥取県立中央病院 0857-26-2271 鳥取市江津７３０

椎葉　正史 東京大学大学院 03-3815-5411 文京区本郷７－３－１

西口　浩明 愛知厚生連海南病院 0567-65-2511 愛知県弥富市前ケ須町南本田３９６

水川　展吉 岡山大学大学院 086-235-6697 岡山市北区鹿田町２丁目５－１

玉置　盛浩 高井病院 0743-65-0372 天理市蔵之庄町４６１－２

重田　崇至 兵庫県立がんセンター 078-929-1151 明石市北王子町１３－７０

福田　正勝 明海大学歯学部 049-285-5511 坂戸市けやき台１－１

平石　幸裕 和歌山医療センター 073-422-4171 和歌山市小松原通４丁目２０番地

渡邉　裕之 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 052-991-8121 名古屋市北区平手町１－１－１

小笠原　利行 福井総合病院 0776-59-1300 福井市江上町５８－１６－１

山田　朋弘 九州大学大学院 092-642-6452 福岡市東区馬出３－１－１

武知　正晃 呉医療センター・中国がんセンター 0823-22-3111　 呉市青山町3番1号



氏名 勤務先 電話番号 勤務先住所

中谷　現 ひだか病院 0738-22-1111 和歌山県御坊市薗１１６－２

水谷　雅英 和泉市立総合医療センター 0725-41-1331 和泉市和気町４－５－１

宮島　久 財団法人温知会会津中央病院 0242-25-1515 会津若松市鶴賀町１－１

栗田　浩 信州大学医学部 0263-37-2677 松本市旭３－１－１

井上　伸吾 公立世羅中央病院 0847-22-1127 広島県世羅郡世羅町大字本郷９１８－３

武富　孝治 久留米大学 0942-31-7577 久留米市旭町６７

八木原　一博 埼玉県立がんセンター 048-722-1111 埼玉県北足立郡伊奈町小室７８０

宮手　浩樹 函館五稜郭病院 0138-51-2295 函館市五稜郭町３８番３号

長谷川　博 公立藤田総合病院 024-585-2121 伊達郡国見町大字塚野目字三本木１４

斎藤　恒夫 お口のクリニックOK歯科 0155-67-7460 北海道河東郡音更町木野大通西１７丁目１－４ダイイチオーケー店内

大場　誠悟 長崎大学大学院 095-819-7704 長崎市坂本１－７－１

新田　哲也 鹿児島市立病院 099-230-7000 鹿児島市上荒田町３７－１

佐藤　美樹 牛久愛和総合病院 029-873-3111 牛久市猪子町８９６番地

荘司　洋文 日本歯科大学附属病院 03-3261-5511 千代田区富士見２－３－１６

安井　康順 安井歯科医院 06-6782-0155 大阪市城東区諏訪１丁目１８－６

国領　真也 北九州市立医療センター 093-541-1831 北九州市小倉北区馬借二－１番１

住田　知樹 愛媛労災病院 0897-33-6191 新居浜市南小松原町１３－２７

平井　秀明 東京医科歯科大学歯学部附属病院 03-5803-5506 文京区湯島１－５－４５

工藤　景子 徳島大学大学院 088-633-7354 徳島市蔵本町３－１８－１５

小倉　孝文 堺市立総合医療センター 072-272-1199 堺市西区家原寺町１－１－１

渡邉　哲 愛知学院大学 052-759-2160 名古屋市千種区末盛通２－１１

横井　共 みのて歯科　口腔外科 052-801-8114 愛知県日進市赤池町箕ノ手２番５６１

小澤　靖弘 聖路加国際病院 03-3541-5151 中央区明石町９番１号

松岡　裕大 大阪みなと中央病院 06-6572-5721 大阪市港区磯路１－７－１

黒原　一人 三重大学大学院 059-232-1111 津市江戸橋２－１７４　研究棟９階

上田　貴史 堺市立総合医療センター 072-272-1199 堺市家原寺町１－１－１

藤澤　健司 徳島文理大学 088-602-8706 徳島市山城町西浜傍示１８０

川又　均 獨協医科大学 0282-87-2169 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林８８０

北野　尚孝 日本大学 03-3972-8111 板橋区大谷口上町３０－１

山近　英樹 岡山医療センター 086-294-9911 岡山市北区田益１７１１－１

石田　佳毅 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 079-289-5080 姫路市神屋町3丁目264番地

大重　日出男 名古屋徳洲会総合病院 0568-51-8711 春日井市高蔵寺町北二丁目52番地

中岡　一敏 鶴見大学 045-581-1001 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

格口　渉 北海道大学大学院 011-706-4283 札幌市北区北１３条西７丁目

池田　順行 新潟大学大学院 025-227-2885 新潟市中央区学校町通２－５２７４

安居　孝純 川崎市立川崎病院 044-233-5521 川崎市川崎区新川通１２－１

見立　英史 長崎大学大学院 095-819-7704 長崎市坂本１－７－１

矢郷　香 国際医療福祉大学 03-3451-8121 港区三田１丁目４－３

岡田　成生 自治医科大学 0285-58-7390 栃木県下野市薬師寺３３１１－１

松本　剛一 おはな歯科クリニック 0465-64-1540 足柄下郡湯河原町土肥1-4-11 緑風ビル1F

泉　喜和子 福岡医療短期大学 092-801-0439 福岡市早良区田村２－１５－１

井原　功一郎 嬉野医療センター 0954-43-1120 佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲４２７９－３

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

谷口　真一 名古屋掖済会病院 052-652-7711 名古屋市中川区松年町４－６６

岡本　正人 鶴見大学 045-580-8500 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

藤塚　秀樹 静岡済生会総合病院 054-285-6171 静岡市駿河区小鹿１丁目１－１

松尾　長光 たけみつ歯科口腔外科 095-801-3698 長崎市平和町１１－２

高野　正行 東京歯科大学水道橋病院 03-6380-9241 千代田区神田三崎町２－９－１８

大部　一成 九州大学病院 092-642-6447 福岡市東区馬出３－１－１

松尾　朗 東京医科大学茨城医療センター 029-887-1161 茨城県稲敷郡阿見町中央３丁目２０－１

吉川　博政 国立病院機構 九州医療センター 092-852-0700 福岡市中央区地行浜１丁目８－１

石原　修 大阪急性期・総合医療センター 06-6692-1201 大阪市住吉区万代東３－１－５６

佐々木　朗 倉敷中央病院 086-422-0210 倉敷市美和１－１－１

大竹　克也 大竹歯科口腔外科クリニック 027-210-5070 前橋市上新田町６２０－３

岡田　康男 日本歯科大学新潟生命歯学部 025-267-1500 新潟市中央区浜浦町１－８

山口　孝二郎 田中矯正歯科 099-257-9052 鹿児島市中央町２１－１４

加納　康行 加納歯科医院 06-6115-1181 大阪市住之江区新北島１－２－１  オスカードリーム５階

渡邊　裕之 マックスファクス銀座クリニック 03-3573-3111 中央区銀座７－３－７　ブランエスパ銀座５Ｆ



氏名 勤務先 電話番号 勤務先住所

深野　英夫 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 052-991-8121 名古屋市北区平手町１－１－１

藤村　和麿 兵庫県立尼崎総合医療センター 06-6480-7000 尼崎市東難波町２－１７－７７

石川　誠 北海道大学 011-706-4280 札幌市北区北十四条西５丁目

小佐野　仁志 練馬光が丘病院 03-3979-3611 練馬区光が丘2-11-1

池邉　哲郎 福岡歯科大学 092-801-0411 福岡市早良区田村２－１５－１

大岩　伊知郎 名古屋第一赤十字病院 052-481-5111 名古屋市中村区道下町３－３５

堀内　克啓 中谷歯科医院 0747-22-2446 奈良県五條市野原西４－１１－３

川崎　五郎 長崎大学大学院 095-819-7698 長崎市坂本１－７－１

桐田　忠昭 奈良県立医科大学 0744-29-8875 橿原市四条町８４０

林　康司 名古屋第二赤十字病院 052-832-1121 名古屋市昭和区妙見町２－９

森　士朗 東北大学大学院 022-717-8350 仙台市青葉区星陵町１－２

江端　正祐 えばた歯科 0166-40-1088 旭川市永山七条３丁目１－３

明見　能成 広島赤十字・原爆病院 082-241-3111 広島市中区千田町１－９－６

大林　由美子 香川大学 087-891-2227 香川県木田郡三木町池戸１７５０－１

市ノ川　義美 帝京大学 03-3964-1211 板橋区加賀２－１１－１

濱本　宣興 山形県立中央病院 023-685-2626 山形市大字青柳１８００番地

石神　哲郎 人吉医療センター 0966-22-2191 熊本県人吉市老神町３５

中村　典史 鹿児島大学大学院 099-275-6242 鹿児島市桜ケ丘８－３５－１

国芳　秀晴 リハビリテーションセンター熊本回生会病院 096-237-1133 熊本県上益城郡嘉島町鯰１８８０

星名　秀行 青森県立中央病院 017-726-8252 青森市東造道２－１－１

森山　知是 森山歯科医院 072-646-0118 仙台市青葉区星陵町４－１
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