
2021年度機構認定　歯周病専門医
氏名 勤務先 電話番号 勤務先住所

佐々木静治 南光台ささき歯科医院 022-252-7457 宮城県仙台市泉区南光台7-34-30

三上格 医療法人社団みかみ歯科矯正歯科医院 0144-35-3939 北海道苫小牧市旭町４－７－２０

日高庸行 日高歯科医院 03-3881-0411 足立区千住仲町１１－２

藤本芳弘 藤本歯科医院 042-387-8211 東京都小金井市貫井北町2-8-15

牧野健司 マキノ歯科 052-837-4361 愛知県名古屋市天白区弥生が岡１２３

山之内一也 グリーンヒル歯科クリニック 047-450-4618 千葉県八千代市緑が丘２－１－３イオンモール八千代緑が丘３Ｆ

奥野健二 奥野歯科 宮崎県宮崎市下北方町上田々９６９－３

菅井健二 医療法人社団 菅井歯科医院 0466-22-3890 神奈川県藤沢市藤沢９７１

大野友三 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

茂手木義男 茂手木歯科医院 055-262-0088 山梨県笛吹市石和町市部２５１

松永信 まつなが歯科 0996-27-0023 鹿児島県薩摩川内市鳥追町15-1

瀬戸口尚志 瀬戸口たかし歯科 099-269-2600 鹿児島県鹿児島市谷山中央5-7-3

岡部京平 岡部歯科医院 075-956-2288 京都府長岡京市長岡１－２０－４

大川原直子 大川原歯科 0422-71-4182 東京都三鷹市上連雀２－４－１

芥川秀康 芥川歯科医院 03-3952-4050 東京都豊島区目白３－４－１２小澤ビル４Ｆ

吉成雅子 松本歯科大学歯科保存学講座(歯周) 0263-51-2016 長野県塩尻市広丘郷原１７８０

梁川輝行 萩荘歯科医院 0191-24-2012 岩手県一関市萩荘字小萩２６－１

高野雅行 高野歯科医院 0296-25-1662 茨城県筑西市丙１５６－６

横藤英夫 横藤歯科医院 019-653-5577 岩手県盛岡市志家町１－２和光ホームビル１Ｆ

渡辺孝章 鶴見大学短期大学部歯科衛生科 045-581-1001 神奈川県横浜市鶴見区鶴見２－１－３

濱口茂雄 浜口歯科医院 098-867-2214 沖縄県那覇市久茂地１－４－９アイキャンビル２Ｆ

高岡慈郎 高岡歯科 0154-38-5336 北海道釧路市芦野５－２７－１１

青山行彦 青山歯科室 053-451-0016 静岡県浜松市中区板屋町１１１－２アクトタワー８Ｆ

吉成伸夫 松本歯科大学歯科保存学講座(歯周) 0263-51-2015 長野県塩尻市広丘郷原１７８０

谷芳子 谷歯科医院 095-813-5360 長崎県西彼杵郡長与町まなび野２丁目１０－１－１Ｆ

新井伸治 医療法人社団 伸治歯整会　新井歯科 03-5668-8140 東京都江戸川区東小岩１－４－４

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

井川資英 優歯科医院 022-383-7377 宮城県名取市増田2-3-39

目々澤雅子 みやび歯科 03-3671-0648 東京都江戸川区北小岩４－１２－３

川村晃弘 川村歯科医院 0157-22-6480 北海道北見市美山町南８丁目３９－６０

田中佐織 北海道大学歯学部口腔総合治療部 011-706-4266 北海道札幌市北区北１３条西７丁目

兼坂ゆきの 三本松歯科医院 047-322-0377 千葉県市川市市川１－２３－２アクティブ市川１Ｆ

柳井昌之 柳井歯科医院 043-203-0418 千葉県千葉市中央区新宿2-12-7柳井ビル２Ｆ

林惠子 林歯科医院 093-653-3235 福岡県北九州市小倉北区真鶴２－１１－３１

岡部俊秀 岡部歯科医院 055-282-2418 山梨県南アルプス市飯野３６３３－１

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

大塚秀春 明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座 歯周病学分野 049-285-5111 坂戸市けやき台１－１

澤田弘一 鏡野町国民健康保険　上齋原歯科診療所 0868-44-2526 岡山県苫田郡鏡野町上齋原480-1

河野隆幸 岡山大学病院 歯科・総合歯科部門 086-235-6751 岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１

西村英紀
九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座歯周
病学分野

092-642-6356 福岡県福岡市東区馬出３－１－１

浜本淳司 浜本歯科医院 0165-23-2624 北海道士別市大通西７丁目１９３４

鵜飼孝 長崎大学病院口腔管理センター 095-819-7679 長崎県長崎市坂本１－７－１

明貝文夫 浅野産業株式会社 086-224-4471 岡山県岡山市南中央町１２－１６

冨樫正幸 とがし歯科クリニック 0234-41-1662 山形県酒田市錦町５－３２－６６２

伊佐津克彦 昭和大学歯学部歯科保存学講座総合診療歯科部門 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

斉藤洋一 斉藤歯科ひたち海浜クリニック 029-263-6060 茨城県ひたちなか市北神敷台１８－７

我妻瑞穂 医療法人社団八雲会 仲六郷歯科クリニック 03-3734-8041 東京都大田区仲六郷４－１９－５ピュア多摩川１Ｆ・２Ｆ

木次大介 木次大介歯科医院 0267-64-1182 長野県佐久市中込１８２６－３

有元阿佐緒 六甲アイランド甲南病院歯科口腔外科 078-858-1111 兵庫県神戸市東灘区向洋町中２－１１

中村幹 もとき歯科クリニック 095-843-8070 長崎市宝町７－１７宝町センター３Ｆ

新徳慶一郎 新徳歯科医院 093-631-0275 福岡県北九州市八幡西区相生町１５－１４

百瀬学 いわふね歯科クリニック 0254-56-7744 新潟県村上市岩船上町１－１６

佐藤修一 よつや通り歯科クリニック 03-3358-4282 東京都新宿区四谷２－３四谷さとうビル１Ｆ

篠田純 篠田歯科 03-3368-8050 東京都中野区東中野３－１６－９青林堂ハウス１０１

久保田裕子 久保田歯科医院 0545-61-0935 静岡県富士市松岡９９１



矢菅隆利 やすげ歯科クリニック 0283-27-1311 栃木県佐野市堀米町３９４６－２

永田敦司 永田歯科 045-958-0778 神奈川県横浜市旭区川井本町７３

苗代明 苗代歯科医院 049-251-1480 埼玉県富士見市鶴瀬東2-7-32

牧草一人 医療法人社団弘成会 牧草歯科医院 0774-62-5210 京都府京田辺市三山木中央４丁目３－１１

関啓介 日本大学歯学部総合歯科学分野 総合診療科 03-3219-8195 東京都千代田区神田駿河台1-8-13

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

岩田隆紀 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 03-5803-5486 東京都文京区湯島１－５－４５

汲田剛 医療法人 汲田歯科医院 0263-33-6464 長野県松本市横田２－６－６

桐野晃教 医療法人 きりの歯科クリニック 0883-24-5151 徳島県吉野川市鴨島町西麻植字広畑８８－１

遠藤憲行 遠藤歯科医院 0195-66-2958 岩手県岩手郡葛巻町葛巻１３－５１

佐藤貴彦 たかデンタルクリニック 019-629-3080 岩手県盛岡市中央通１丁目６－２６ＨＩＫＡＧＥＭＯＮサトウビル２Ｆ

富田真仁 富田まひと歯科 052-761-0325 愛知県名古屋市昭和区川名町２－２－５

二宮雅美 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

岸田剛 岸田歯科口腔外科クリニック 047-322-3298 千葉県市川市真間２－１０－８

中村輝夫 中村歯科医院 075-791-6432 京都市左京区下鴨南芝町４９－２

増田浩之 ヒガシヤ増田歯科医院 048-561-4786 埼玉県羽生市東８－１－２

柳沢隆 やなぎさわ歯科クリニック 03-3440-4666 東京都品川区北品川５－８－１５－２Ｆ

奥田耕三 おくだ歯科クリニック 06-6341-3278 大阪府大阪市福島区鷺洲５－１－１３

山脇健史 やまわき歯科医院 0470-22-4430 千葉県館山市北条６３７－１

林秀昭 うつぶき歯科クリニック 0858-23-7570 鳥取県倉吉市鍛冶町1-2971-50

小川貴也 小川デンタルクリニック 042-795-3648 東京都町田市つくし野４－９－８

河口浩之 広島大学病院 口腔総合診療科 082-257-5748 広島県広島市南区霞１－２－３

杉田裕一 杉田歯科医院 0293-24-3911 茨城県高萩市本町１－２２３

藤田剛 藤田歯科 0596-24-9261 三重県伊勢市常磐２－１３－７

斎田寛之 斉田歯科医院 04-2948-3520 埼玉県所沢市小手指南２－９－１０

秋月達也 デンタル文京白山 03-6801-8602 東京都文京区湯島１－３７－３EXAM白山２階

渡辺智良 渡辺歯科医院 0766-61-2002 富山県小矢部市津沢７９６－４

水谷幸嗣 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

竹内泰子 医療法人社団 泰生会　TOKYO歯周＆矯正クリニック 03-5652-4187 東京都中央区日本橋小網町１６－１４

栗原孝幸 医療法人社団 記念歯科 0823-76-6464 広島県呉市阿賀北９－８－１５

横田悟 横田歯科クリニック 04-2935-3755 埼玉県所沢市山口１３９５－６

吉村理恵 よしむら歯科医院 092-928-1118 福岡県太宰府市観世音寺５－１－６

青木仁 医療法人社団 栄耀会　青木歯科医院 03-3681-8557 東京都江東区大島5-7-6-201

高木公康 高木歯科クリニック 0968-25-1963 熊本県菊池市大字隈府１３２９－１

横山正樹 日本大学松戸歯学部歯周治療学講座 047-360-9548 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

石塚良介 円山グリーン歯科 011-643-6480
北海道札幌市中央区南１条２７丁目１－４５円山ブロード
ハイツ１Ｆ

日髙敏郎 日高歯科医院 0422-21-4118 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-8アソルティ吉祥寺本町３階

山地正樹 医療法人 ヤマヂ歯科・矯正歯科クリニック 093-591-8211 福岡県北九州市小倉北区中井５－４－２６

池田賴宣 池田歯科クリニック 03-3920-4180 東京都練馬区関町北４－２－１２野口ビル２Ｆ

遠藤恵里 東松戸ファイン歯科クリニック 047-710-4182 千葉県松戸市東松戸２－５－１ファインシティ東松戸１階

森俊樹 森歯科医院 088-641-2333 徳島県板野郡藍住町勝瑞字西勝地８６

島袋善夫 しまぶくろ歯科医院 06-6675-0418 大阪府大阪市住吉区帝塚山東１－５－６

曽我賢彦 岡山大学病院医療支援歯科治療部 086-235-6818 岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１

渡辺香 渡辺歯科 048-773-9476 埼玉県上尾市柏座１－１０－３

山口真一郎 愛真歯科医院 0848-62-6160 広島県三原市糸崎４丁目９－２３

小北一成 小北歯科 072-845-0010 大阪府枚方市大垣内町２丁目７－１６

大井麻子 大井歯科クリニック 048-294-4180 埼玉県川口市差間１－２１－２５

金東淳 曳舟デンタルクリニック 03-6657-3221 東京都墨田区東向島２－１６－１４ナンカイⅡ－２０１

福田隆男 九州大学病院 歯周病科 092-642-6358 福岡県福岡市東区馬出３－１－１

市原健太郎 医療法人 市原歯科 092-322-5315 福岡県糸島市前原北２丁目４－２

岩崎剣吾 大阪歯科大学 TRIMI先進医療研究センター 072-864-3125 大阪府枚方市楠葉花園町８－１　TRIMI先進医療研究センター

渡辺禎之 渡辺歯科医院 084-987-3888 広島県福山市沼隈町草深1870‐6

湯浅慶一郎 湯浅デンタルクリニック 03-5716-6081 東京都世田谷区用賀２－３６－１２滝本ビル２Ｆ

太田広宣 おおた歯科クリニック 03-3384-6505 東京都中野区中野３－３３－７メゾンニューライフ１Ｆ

杉山達彦 杉山歯科医院 055-971-3230 静岡県三島市八反畑１３２－７

平野裕一 平野歯科医院 053-588-6868 静岡県浜松市浜北区尾野７７２－３

竹内克豊 竹内歯科室 052-961-7575 愛知県名古屋市東区東桜１－１０－３５セントラル野田ビル３Ｆ

長縄敬弘 東山デンタルクリニック 052-781-5520 愛知県名古屋市千種区東山通５－８９－１



佐藤博久 与野駅前ヒロデンタルクリニック 048-764-8140 埼玉県さいたま市中央区下落合１７１２－１０２

小松康高 新潟大学医歯学総合病院歯周病診療室 025-227-2871 新潟県新潟市中央区学校町通2-5274

谷口宏太 医療法人 谷口こうた歯科　ハートデンタルクリニック 099-239-4618 鹿児島県鹿児島市山之口町３－２４

臼井通彦 九州歯科大学歯学科口腔機能学講座歯周病学分野 093-582-1131 福岡県北九州市小倉北区真鶴２－６－１

山本直史 岡山大学病院 歯科・総合歯科部門 086-235-6751 岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１

佐藤公麿 さとう歯科クリニック 086-363-1180 岡山県岡山市南区妹尾１３８０－３

村田裕美 国立駿河療養所 0550-87-1711 静岡県御殿場市神山１９１５

清水太郎 清水たろう歯科 025-257-0888 新潟県新潟市中央区長潟１２０１－１

加藤宏明 かとう歯科 0537-35-0201 静岡県菊川市仲島１－１０－４

里見美佐 さとみデンタルクリニック 088-802-8211 高知県高知市北本町４－５－３３ラフィネ１Ｆ

大森一弘 岡山大学病院 歯科・歯周科部門 086-235-6677 岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１

應原一久 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

稲垣伸彦 医療法人社団 育心会　みどりヶ丘歯科クリニック 03-3725-8214 東京都目黒区緑が丘１－１０－１４小原ビル１Ｆ

菱川敏光 ひしかわ歯科 0574-62-6553 岐阜県可児市今渡３９１－２

小島武郎 おじまデンタルクリニック 03-6431-0960 東京都千代田区神田小川町1-8-5金石舎ビル１Ｆ

宮下陽子 上用賀おおたデンタルクリニック 03-6413-7922 東京都世田谷区上用賀6-6-6SoCoLa用賀2階

色川大輔 東京歯科大学歯周病学講座 043-270-3915 千葉市美浜区真砂１－２－２

川名部 大 川名部歯科医院 03-3744-4182 東京都大田区西糀谷４－２１－４Ｔビル１Ｆ

沼尾明弘 沼尾デンタルクリニック 0288-22-3030 栃木県日光市瀬川２３０－４

山本敦彦 医療法人成仁会 藤沢台 山本歯科 0721-29-4181 大阪府富田林市藤沢台５－４－１６

白井要 ちとせモール歯科クリニック 0123-42-5888 北海道千歳市勇舞８丁目１－１千歳モール２Ｆ

廣瀬泰之 有楽歯科 045-651-4119 神奈川県横浜市中区尾上町３丁目３５

中田貴也 とみい歯科クリニック 075-212-2525
京都府京都市下京区四条通油小路東入傘鉾町４９ ハウス
セゾン四条通１階

金子智 医療法人 創志会 金子歯科医院 0261-23-2200 長野県大町市大町２９１１－４

張家誠 林歯科クリニック 048-664-1212 埼玉県さいたま市大宮区大成町１－４５３－１

尾崎聡 尾崎歯科医院 047-482-2986 千葉県八千代市勝田台北１－３－２１ピノキオ勝田台ビル１Ｆ

上田順一 医療法人社団開成会 うえだ歯科 0467-43-1551 神奈川県鎌倉市植木３６１－３

竹内尚士 医療法人尚文会 竹内歯科 099-298-3055 鹿児島県鹿児島市郡山町2064-3

三上理沙子 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

鈴木允文 三鷹すずき歯科 0422-70-7511 東京都三鷹市下連雀３－１５－１３STATION1010－１Ｆ

長嶋秀和 長嶋デンタルオフィス 03-3491-7450 東京都品川区西品川２－９－４－１Ｆ

阿部健一郎 阿部歯科医院 087-898-0145 香川県木田郡三木町池戸２８７８

矢吹一峰 矢吹歯科医院 044-266-5857 神奈川県川崎市川崎区大師駅前１－２－７

日下部善胤 日下部歯科クリニック 045-481-7980 横浜市神奈川区六角橋５－９－１２

深井浩一 深井・加藤歯科医院 025-260-8024 新潟県新潟市寺尾西３－１２－５

大島みどり 団子坂くつろぎクリニック 03-5834-7702 東京都文京区千駄木５－２１－１２カサデコリーナ１Ｆ

郷家英二 ごうけ歯科医院 03-3978-7764 東京都練馬区東大泉５－４１－１７

江澤庸博 吉祥寺南歯科 0422-29-8121 東京都武蔵野市吉祥寺南町４－１０－１２ＳＵＮ吉祥寺ビル２Ｆ

中崎俊克 中崎歯科医院 03-3639-1374 中央区日本橋蠣殻町２－１３－１

大竹徹 大竹歯科医院 03-3385-3060 東京都中野区新井５－１６－７

渡辺一夫 渡辺歯科医院 03-3821-0068 東京都北区田端１－２３－５

中島康晴 なかじま歯科診療室 011-372-6480 北海道北広島市栄町１－１－２

若尾徳男 歯科若尾 055-228-8047 甲府市富竹１－２－２６

内山壽夫 内山歯科医院 027-269-7532 群馬県前橋市上泉町１４７８－４

小林友子 Ｔ．Ｙデンタルクリニック 04-7173-5552 千葉県柏市今谷上町７４－４

長野恭輔 長野歯科医院 047-439-6487 船橋市上山町３－６４１－５

村上純一 むらかみ歯科 0568-73-8241 愛知県小牧市中央２－６２

笠原信治 笠原歯科クリニック 0883-62-5188 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字町33-1

清田築 清田歯科医院 0765-57-2800 富山県黒部市新牧野３５６

北村秀和 北村歯科医院 042-381-3459 東京都小金井市桜町１－９－２８

内木康子 内木歯科医院 03-3410-0738 東京都世田谷区太子堂４－２８－５

岸田修 岸田歯科医院 0474-53-3789 習志野市谷津４－３－１４

岡田菜穂子 岡田歯科クリニック 0284-62-3754 栃木県足利市鹿島町５４８－２

仲谷寛 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

玉木修 玉木歯科医院 018-864-6688 秋田市旭南３－８－３

清水秀樹 しみず歯科クリニック 086-450-0418 岡山県倉敷市北畝１－９－２０

石塚政光 円山グリーン歯科 011-643-6480 北海道札幌市中央区南１条西２７丁目１－４５

奥田一博 三条看護・医療・歯科衛生専門学校 0256-47-1755 新潟県三条市上須頃５００２-１



鈴木明夫 鈴木歯科 0298-24-3311 茨城県土浦市小岩田東１－１－３７

神山章 こうやま歯科医院 078-951-6480 神戸市北区鹿の子台北町1-2-12

沼部真理子 沼部歯科医院 03-3412-8281 東京都世田谷区駒沢３－１２－１１

吉江弘正
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

025-227-2869 新潟県新潟市中央区学校町通2-5274

松原成年 松原歯科医院 058-387-6600 岐阜県羽島郡笠松町美笠通2-31-5

山崎和久 理化学研究所生命医科学研究センター 045-503-7074 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22

菅谷勉 北海道大学大学院歯学研究院歯周・歯内療法学教室 011-706-4266 北海道札幌市北区北１３条西７丁目

穂坂康朗 ほさか歯科クリニック 03-3955-8143 東京都練馬区小竹町１－２－３

西堀雅一 医療法人社団 歯周会 西堀歯科医院 03-3403-8885 東京都渋谷区千駄ケ谷１－３０－８ダヴィンチ千駄ヶ谷４Ｆ

伏見肇 久里浜グリーン歯科 046-834-9190 神奈川県横須賀市久里浜1-3-17鈴栄メディカルビル３Ｆ

齋藤淳 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町２－９－１８－８Ｆ

廣瀬哲之 有楽歯科 045-651-4119 神奈川県横浜市中区尾上町３－３５

玉澤かほる 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

宮下元 宮下歯科医院 03-3395-5757 東京都杉並区善福寺１－１６－１３

弘岡秀明
医療法人社団北欧会　弘岡歯科医院(スウェーデン
デンタルセンター）

03-3503-4188 東京都千代田区内幸町２－２－３日比谷国際ビル３Ｆ

上條博之 あうる歯科 0263-85-2020 長野県松本市村井町南１－３６－１３ちくま第２ビル２Ｆ

神田隆行 神田歯科医院 025-265-1565 新潟県新潟市中央区関屋浜松町９８

清水尚子 しみず歯科クリニック 086-946-9090 岡山県岡山市東区邑久郷３１９－８

原山周一郎 原山歯科医院 026-244-8823 長野市神楽橋１０－１０４

袖山敬央 袖山歯科医院 0256-76-2966 新潟県新潟市西蒲区巻甲２９２０

長島節志 長島歯科医院 0254-22-2282 新潟県新発田市中央町１－３－６

鎮守信弘 医療法人　鎮守歯科医院 092-841-8100 福岡県福岡市早良区原１丁目１１－１０

原宜興
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯周疾患病因・
再生解析学分野

095-819-7681 長崎県長崎市坂本１－７－１

川崎文嗣 テルデンタルクリニック 03-3771-1255 東京都大田区山王３－２７－６大森ラルタビル２Ｆ

加藤孝 加藤歯科医院 0545-34-7777 静岡県富士市増川新町１２５

齋藤祐一 齋藤歯科医院 03-3681-4481 東京都江戸川区平井３－２１－１８成海ビル１Ｆ

阿部仰一 あべ歯科クリニック 0299-37-6886 茨城県笠間市泉２１００－３

渡辺和志 渡辺歯科医院 0480-73-5880 埼玉県加須市牛重４４８－１

田中靖彦 (医)恵和会 タナカ・デンタル・クリニック 095-824-3281 長崎県長崎市古川町６－３５タナカビル３Ｆ

井上雅之 いのうえ歯科勝谷 0832-57-1180 山口県下関市勝谷新町１－１１－２４

樋口豊 樋口歯科医院 0877-56-3000 香川県坂出市府中町１１３６－１

川﨑博 川﨑歯科 072-252-2172 大阪府堺市北区北長尾町1-6-17

加藤幸紀 北海道医療大学歯学部歯周歯内治療学分野 0133-23-2757 北海道石狩郡当別町金沢１７５７

河合治 カワイ歯科クリニック 03-5311-0800 東京都杉並区上荻３－１－１２

清信浩一 清信歯科医院 03-3601-8148 東京都葛飾区お花茶屋１－１７－１４

安藤和成 医療法人社団 和歯科医院 0479-46-0418 茨城県神栖市太田２９４－１０

小嶋太郎 小嶋歯科医院 045-563-4181 横浜市港北区箕輪町２－４－３４

林丈一朗
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

江田昌弘 えだ歯科 042-744-1504 神奈川県相模原市南区相模台２－１４－８

濵田義三 ゆうこうデンタルクリニック 0985-31-0715 宮崎県宮崎市吉村町島田甲739-5

松山孝司 まつやま歯科 0993-58-4880 鹿児島県南さつま市金峰町新山２０４５－２

高橋慶壮 奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯周病学分野 024-932-9365 福島県郡山市富田町字三角堂31-1

木戸淳一 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

植原俊雄 医療法人社団　参歯会植原歯科 029-857-6400 茨城県つくば市吉瀬５０３

長澤敏行
北海道医療大学歯学部総合教育学系臨床教育管理運
営分野

0133-23-1658 北海道石狩郡当別町金沢１７５７

鴨井久博 医療法人社団瑞祥会いいづか歯科クリニック 0476-47-1179 千葉県印西市草深2419-9

保坂均 ほさか歯科 027-253-8686 群馬県前橋市総社町植野４５４

吉田茂 吉田しげる歯科 092-451-2837 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8住友生命ビル８Ｆ

田井秀明 田井デンタルクリニック 025-280-1700 新潟県新潟市中央区美咲町1-31-15

金子高士 福岡歯科大学口腔医療センター 092-409-1050 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２－１

川村浩樹 川村歯科医院 03-6304-1004 東京都文京区白山５－２９－６白山グリーンハイツＢ１

杉戸博記 東京歯科大学短期大学歯科衛生学科 03-6380-9105 東京都千代田区神田三崎町２－９－１８

中島貴子 なかじま歯科クリニック 025-211-3215 新潟県新潟市西区真砂１丁目１３－３６

若林勝夫 医療法人社団歯専会 目白若林歯科 03-3954-6681 東京都豊島区目白３－４－４－２・３Ｆ

梅原一浩 医療法人審美会 梅原歯科医院 0172-32-7330 青森県弘前市土手町１２３

伊藤明代 医療法人 ＳＰＩ 小宮歯科診療室 0436-21-1265 千葉県市原市五井中央西１－３１－３０

神田善姫 白金高輪 姫歯科室 03-5418-7750 東京都港区南麻布２－１３－２１ライワマンション南麻布１Ｆ



斉藤文重 ふみデンタルオフィス 03-5933-0900 東京都練馬区大泉学園町1-8-16

針生恒太郎 ケイズデンタルオフィス 0466-29-8345 神奈川県藤沢市鵠沼石上１－２－２ＡＳＣＡビル３０１

村田雅史 村田歯科医院 025-222-3515 新潟県新潟市中央区本町通り８番町１３５３

根岸淳 北海道大学病院高次口腔医療センター 011-706-4856 北海道札幌市北区北十四条西５丁目

森智昌 森歯科小児歯科医院 0968-43-7812 熊本県山鹿市中央通７０８

田中秀樹 田中ひでき歯科クリニック 092-865-6501 福岡県福岡市城南区干隈2-1-19

栗原幹直 くりはら歯科医院 0848-61-0418 広島県三原市宮沖３－８－１３

伊海博之 よつ葉歯科医院 042-705-2332
神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-48-3相模大野ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ｳﾞｨﾚｯｼﾞB棟2F

菅野直之 日本大学歯学部付属歯科病院歯周病科 03-3219-8107 東京都千代田区神田駿河台１－８－１３

白水紀充 医療法人 白水 ａｂｃデンタルクリニック 052-355-1182 愛知県名古屋市中川区法華西町２－２６－１

藤本淳 医療法人 美翔会 ゆいとぴあ歯科医院 019-631-2222 岩手県盛岡市本宮６－１１－１０

亀田幸宏 かめだ歯科医院 019-634-0777 岩手県盛岡市本宮３－４６－３１

中山清貴 中山歯科医院 0995-67-1110 鹿児島県姶良市西宮島町３－１

小島丈尚 こじま歯科医院 03-5876-3101 東京都葛飾区金町５－２８－８ＫＳビル１０１

峯柴淳二 はなみずきデンタルクリニック 086-728-5518 岡山県岡山市北区平野２８５－２

金盛久展 新庄村国民健康保険歯科診療所 0867-56-3056 岡山県真庭郡新庄村１９９８－１

伊藤憲央 神原歯科医院 0836-37-0808 山口県宇部市神原町２－１－６２

三須睦子 雪ヶ谷歯科 03-3727-6888 東京都大田区雪谷大塚町１０－２Ｋ２ビル３Ｆ

杉田典子
口腔生命科学専攻摂食環境制御学講座歯周診断・再
建学分野

025-227-2870
新潟市学校町通２－５２７４新潟大学大学院医歯学総合研
究科

村田秋彦 優歯科クリニック 花小金井 042-465-4618 東京都小平市花小金井南町１丁目２６－３０パラシオ１Ｆ

金田美奈 下北手かねた歯科クリニック 018-853-9341 秋田県秋田市下北手松崎字家の前１８２－３

有賀淑隆 有賀歯科医院 03-3333-1196 東京都杉並区西荻南３－１５－４－１Ｆ

森谷良智 森谷歯科医院 048-922-2330 埼玉県草加市谷塚１－２－２９

滝口尚 昭和大学歯科病院歯周病科 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

林義典 林歯科クリニック 048-664-1212 埼玉県さいたま市大宮区大成町１－４５３－１

藤本梓 医療法人 美翔会 ゆいとぴあ歯科医院 019-631-2222 岩手県盛岡市本宮６－１１－１０

金子至 医療法人創志会 金子歯科医院 0261-23-2200 長野県大町市大町２９１１－４

木村浩幸 医療法人社団　木村歯科クリニック 096-385-1551 熊本県熊本市水前寺１－５－４下村ビル２Ｆ

水上哲也 医療法人 水上歯科クリニック 0940-43-7366 福岡県福津市中央５－１－２

杉典子 洛和会 音羽病院医局 075-593-4111 京都府京都市山科区音羽珍事２

山口文誉 医療法人誉会 山口歯科医院 045-349-2180 神奈川県横浜市中区本町3-24-2ニュー本町ビル１Ｆ

土岡弘明 土岡歯科医院 047-393-5343 千葉県市川市南八幡４－７－３本八幡グリーンプラザ２Ｆ

三谷章雄 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

松田哲 明海大学ＰＤＩ東京歯科診療所 03-3370-0159 東京都渋谷区代々木１－３８－２ミヤタビル１Ｆ・２Ｆ

山本松男 昭和大学歯科病院歯周病科 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

古市保志 北海道医療大学歯学部歯周歯内治療学分野 0133-23-2756 北海道石狩郡当別町金沢１７５７

長野治菜 鶴見大学歯学部歯周病学講座 045-581-1001 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3

内川宗敏 内川歯科医院 0263-54-4111 長野県塩尻市広丘野村２１１５

佐藤謙次郎 佐藤歯科医院 047-431-6229 千葉県船橋市西船４－２１－１１

額賀潤 ぬかが歯科 03-6411-7151 東京都世田谷区玉川台1-12-10エミネンス用賀1F

山崎太士 おと貝歯科 052-808-3330 愛知県愛知郡東郷町兵庫１－１－３

日野孝宗 (医)せのがわ 瀬野川病院 歯科 082-892-1055 広島県広島市安芸区中野東４－１１－１３

岡田たまみ 真坂歯科医院 03-3718-8470 東京都世田谷区奥沢５－２６－９自由が丘栄ビル３Ｆ

髙根正敏 水戸さくら通り歯科 029-291-6489 茨城県水戸市米沢町１４２－３

牧野賢嗣 みすみデンタルクリニック 042-306-4182
東京都東村山市美住町１－４－１グリーンタウン美住一番
街９－１０６

長谷川亜希子 長谷川歯科医院 0537-26-0888 静岡県掛川市本郷１４０４－４

金森行泰 医療法人社団 ＫＤＣ かなもり歯科クリニック 03-3450-6480 東京都品川区北品川２－１１－１－１０１

大野知子 ツインクル歯科クリニック 092-407-4618 福岡市南区老司1-28-27 ツインクルビル 1F

村岡宏祐
九州歯科大学口腔機能学講座クリニカルクラーク
シップ開発学分野

093-582-1131 福岡県北九州市小倉北区真鶴２－６－１

小倉喜一郎 小倉歯科医院 087-831-5059 香川県高松市中新町２－１

瀬戸浩行 新橋駅前ビル歯科 03-3573-2151 東京都港区新橋２－２０－１５新橋駅前ビル１号館３Ｆ

宮本哲朗 宮本歯科医院 0742-46-5588 奈良県奈良市登美ヶ丘３丁目３－１３

佐藤亜樹子 五輪歯科医院 022-297-3166 宮城県仙台市宮城野区五輪２－１０－７－１Ｆ

重谷寧子 しげたに歯科医院 025-388-3600 新潟県新潟市北区長戸呂４２７－２

井上優 優・井上歯科クリニック 092-432-8041 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-1第１福岡ビルＳ館１Ｆ

渡部聡明 おおまや歯科医院 0436-75-8282 千葉県市原市大厩１８２８－１１

上重寛幸 相模原市保健所 健康増進課 042-769-8322 神奈川県相模原市中央区富士見６－１－１



加茂公隆 オーマックデンタルクリニック 046-875-0327 神奈川県三浦郡葉山町堀内９３７

工藤求 医療法人社団 善慶会 プリズムタワー工藤歯科 03-3464-8713 東京都目黒区大橋１－１０－１プリズムタワー１０４

村内利光 医療法人 キープトゥース 塚口むらうち歯科・矯正歯科 06-6422-5555 兵庫県尼崎市塚口町４－２３－２

太田幹夫 医療法人宗樹会 太田歯科 048-522-4048 埼玉県熊谷市石原８０６－８

吉野宏幸 吉野歯科医院 048-252-3390 埼玉県川口市幸町３－８－４６－２０２Ａ

田中俊憲 としのり歯科 096-337-0844 熊本県熊本市北区龍田１－３－４

南こずえ 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

谷口八郎 谷口歯科医院 0993-52-2434 鹿児島県南さつま市加世田東本町１５－２

内海大輔 うちうみ歯科クリニック 03-6908-3285 東京都練馬区旭丘１－５４－９アイウッド１Ｆ

鈴木崇夫 スズキ歯科 0246-22-5690 福島県いわき市平字四丁目３－２

矢澤浩史 矢沢歯科クリニック 044-966-2311 神奈川県川崎市多摩区生田６－１７－３－２－１Ｆ

倉 知子 湘南歯科クリニック 神戸三宮院 050-5576-1360 兵庫県神戸市中央区三ノ宮町１丁目７－５スタイルプラザ６Ｆ

牧野明 まきの歯科医院 0766-26-1177 富山県高岡市野村８７５

河野寛二 医療法人 こうの歯科医院 0745-75-6556 奈良県生駒郡斑鳩町服部１－１２－１２

瀨沼祥子 山本歯科医院 0554-22-0302 山梨県大月市大月１－２０－８

岩崎由美 YUMI DENTAL OFFICE 099-813-0010 鹿児島県鹿児島市中央町６－８メディカルプラザ中央４Ｆ

田中真喜 医療法人社団 誠敬会 誠敬会クリニック 045-317-3007 神奈川県横浜市西区北幸1-2-13横浜西共同ビル５Ｆ

宮田敦 医療法人社団 明慶会 宮田歯科クリニック 03-3959-0861 東京都豊島区要町１－１－１０サブナード要町１Ｆ

成石浩司 徳島大学病院歯科（歯周病科） 088-633-7344 徳島県徳島市蔵本町３－１８－１５

安東俊夫 安東歯科医院 092-574-3555 福岡県大野城市瓦田１－１６－１２

岩田光弘 さくらデンタルクリニック 086-214-5607 岡山県岡山市北区伊福町３－３１－１０

多保学 たぼ歯科医院 048-711-8241 埼玉県さいたま市浦和区東仲町１１－５　ガーデンヒル１Ｆ

高山忠裕 日本大学歯学部附属歯科病院歯周病学講座 03-3219-8107 東京都千代田区神田駿河台１－８－１３

大八木孝昌 医療法人社団 巧和会 歯科おおやぎ 0466-33-5233 神奈川県藤沢市辻堂２－１０－１

鎌田征之 医療法人社団 暁歯会 鎌田歯科医院 03-3321-8020 東京都杉並区和泉１－２－１ＫＤＣビル１Ｆ

小出容子 昭和大学歯科病院歯周病科 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

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

田昌守 医療法人社団 輝昌会 田歯科医院 047-333-4182 千葉県市川市八幡６－３－２７

北川原聡 北川原歯科医院 026-244-6996 長野県長野市小島２３９－２

加藤直子 平塚田村の加藤歯科クリニック 0463-73-8203 神奈川県平塚市田村６－１２－１７

鈴木真名 鈴木歯科医院 03-5699-1147 東京都葛飾区水元１－２２－１４

中村啓嗣 なかむら歯科 011-868-9889
北海道札幌市白石区本郷通１３丁目南１－１３　アピカル
南郷１Ｆ

豊嶋寛司 和白丘デンタルクリニック 092-410-4104 福岡県福岡市東区和白丘３－６－３

山宮かの子 相武台ゆうデンタルクリニック 046-206-5303 神奈川県座間市相武台３－４２－４１小山ビル１F

市川朋生 医療法人宝翔会 中井歯科医院 072-923-6467 大阪府八尾市東久宝寺３－１１－７

塩山秀裕 ひの吉原歯科クリニック 045-349-9807 神奈川県横浜市港南区日野５－１５－５－１Ｆ

高井英樹 日本大学松戸歯学部歯周治療学講座 047-360-9363 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

雨森洋貴 T.O.P.S. DENTAL CLINIC 06-6300-4573 東京都渋谷区本町３－１０－３清水橋矢部ビル６Ｆ

大家研二 医療法人社団 歯和会 おおいえ歯科クリニック 076-481-6650 富山県富山市今泉３２－１

小野智弘 おのデンタルクリニック 052-684-7125 愛知県名古屋市中区大須３－６－９

福島恒介 ふくしまデンタルクリニック 088-821-7407 高知県土佐市高岡町乙３０４

藤田貴久 三井住友銀行 東京歯科診療所 03-6706-9203 東京都千代田区丸の内１－３－２

浅野勝一 浅野歯科クリニック 03-3705-2811 東京都世田谷区上野毛２－８－１１

久野彰子 日本医科大学付属病院口腔科 03-3822-2131 東京都文京区千駄木１－１－５

服部義 はっとり歯科・矯正歯科 03-6383-0888 東京都杉並区高円寺北３－２３－７高円寺ＳＴビル１Ｆ

明石悠子 石川歯科医院 092-524-4141 福岡県福岡市中央区平尾２丁目３－１７

岸本真実 岸本歯科 072-844-4017 大阪府枚方市山の上１－２－１１

栗林拓也 栗林歯科クリニック 03-5875-5241 東京都江東区大島１－２９－８

柴戸和夏穂 船越歯科歯周病研究所 092-771-1087 福岡県福岡市中央区天神１－４－１西日本新聞会館１５Ｆ

堀田慎一郎 堀田歯科医院 092-871-6482 福岡県福岡市早良区田隈３－６－２５

栗田隆史 ボンベルタ歯科クリニック 0476-20-8110 千葉県成田市赤坂２－１－１０ボンベルタ成田５Ｆ

渡邉直子 つくばデンタルクリニック 029-875-9978 茨城県つくば市並木３－１０－６

深谷千絵 慶應義塾大学医学部歯科口腔外科学教室 03-3353-1211 東京都新宿区信濃町３５

多部田康一 新潟大学大学院医歯学総合研究科歯周診断・再建学分野 025-227-2872 新潟県新潟市中央区学校町通2-5274

武田康篤 武田歯科医院 03-5350-1658 東京都渋谷区本町１－２１－１ＳＨ小林ビル２Ｆ

田中繁寿 恵那歯科医院 0573-26-3336 岐阜県恵那市長島町中野２－３－４

伊藤正満 いとう歯科 0566-84-3210 愛知県知立市新池３丁目１５

國分貴子 新井歯科医院 03-3911-3202 東京都北区王子１－２１－７



冨山高史 とみやま歯科 076-280-5550 石川県金沢市窪５－５５０

佐藤毅 医療法人 モモデンタルクリニック 086-225-2020 岡山市北区駅元町1-5 ホテルグランヴィア岡山2階

林康博 林歯科医院 0968-24-4182 熊本県菊池市隈府１０８

小出康史 (財)慈圭会 慈圭病院 歯科 086-262-1191 岡山県岡山市南区浦安本町100-2

工藤値英子 医療法人社団エムイーアール　インディバ―クリニック 03-6436-7991 東京都港区海岸３－２６－１　パーク芝浦ビル５F

下江正幸 下江歯科医院 084-924-1000 広島県福山市東桜町２－１１福山センタービル１Ｆ・２Ｆ

目黒道生 鳥取医療生協・せいきょう歯科クリニック 0857-27-2220 鳥取県鳥取市末広温泉町５６６

村上和彦 (医)村上歯科医院 093-551-2011 福岡県北九州市小倉北区米町2-2-1新小倉ビル内

岩下俊也 医療法人社団 岩下歯科医院 03-5748-0990 東京都大田区久が原３－３８－１７

岩谷浩史 いわたに歯科小児歯科 092-595-1381 福岡県大野城市上大利５－３－１１

大村祐進 おおむら歯科医院 083-234-1159 山口県下関市竹崎町４－１－２９

小松智成 小松歯科医院 0832-55-7700 山口県下関市大学町２－２－１

横山かやの とみせ歯科室 04-7133-2228 千葉県柏市布施１４６－１９

髙橋純一 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

奥田裕司 医療法人 おくだ歯科医院ペリオ・インプラントセンター 06-6302-7447 大阪府大阪市淀川区十三本町2-1-26十三ＮＬＣビル７Ｆ

岡田豊一 医療法人 岡田会 おかだ歯科医院 0742-46-8855 奈良県奈良市登美ヶ丘１－２－９

中家麻里 なかや歯科 06-6925-7771 大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-47アクトワンビル２Ｆ

井上龍彦 井上歯科医院 0930-22-2287 福岡県行橋市行事７－２６－２１

伊古野良一 いこの歯科クリニック 093-391-1238 福岡県北九州市門司区藤松３－１－９

川畑正樹 医療法人 皓歯会 かわばた歯科医院 0993-73-2434 鹿児島県枕崎市高見町２７３－１三愛ビル２Ｆ

尾崎正司 尾崎デンタルクリニック 047-324-2324 千葉県市川市市川南１－９－２１

中山康弘 中山歯科クリニック 087-863-7730 香川県高松市花ノ宮町１－１－２７

中山真弓 浮田歯科医院 087-832-8801 香川県高松市香西本町１５０－１０

倉富覚 くらとみ歯科クリニック 093-475-4658 北九州市小倉南区沼緑町1-20-15

林聡氏 二期会歯科クリニック 011-251-2220 北海道札幌市中央区北３条西２丁目１

吉村英則 吉村歯科医院 045-881-8444 神奈川県横浜市戸塚区矢部町１８２８－６４

白石和仁 白石歯科歯周再生クリニック 093-964-0808 福岡県北九州市小倉南区横代東町４－１３－１５

北園俊司 医療法人 きたぞの歯科矯正 099-226-0071 鹿児島県鹿児島市南林寺町２５－１

杉山豊 杉山歯科医院 022-222-2898 宮城県仙台市青葉区上杉4-1-47

高野清史 ナチュール歯科 024-533-3313 福島県福島市東浜町５－１２

佐藤奨 医療法人 育成会 中央歯科クリニック 0191-82-5959 岩手県一関市花泉町花泉字郷ノ里５７

金﨑伸幸 医療法人仁和会 カナザキ歯科 089-970-4182 愛媛県松山市南梅本町甲８７８－５

安川俊之 おひさま歯科安川クリニック 0287-48-6417 栃木県大田原市浅香３丁目３６０６－３１

鎌田要平 神奈川歯科大学附属横浜クリニック 045-313-0007 横浜市神奈川区鶴屋町３－３１－６

能登原靖宏 のとはら歯科医院 芦屋診療所 0797-35-1182 兵庫県芦屋市公光町１１－７倉内ビル２Ｆ

吉田憲生 吉田ファミリー歯科 052-722-8211 愛知県名古屋市千種区茶屋ケ坂１－２１－２４

武田朋子 ともこデンタルクリニック 03-3411-0443 東京都世田谷区代沢５－２９－５

磯村哲也 医療法人康生歯科医院 0564-65-0323 愛知県岡崎市連尺通２－１１

中野稔也 医療法人 なかの歯科 0596-23-6480 三重県伊勢市楠部町４５８－１

吉武裕司 よしたけ歯科医院 0930-24-1115 福岡県行橋市北泉３－６－１２

渡辺泰教 渡辺歯科医院 0979-82-7974 福岡県豊前市千束１８２－２

髙山光平 高山歯科室 052-242-2213 愛知県名古屋市中区栄３－１５－２７いちご栄ビル７Ｆ

吉野耕司 吉野歯科医院 053-442-4850 静岡県浜松市中区神田町４０３

一柳幸廣 一柳歯科医院 0587-54-8100 愛知県江南市宮後町王塚３６

吉本裕彦 医療法人Ｙ＆Ｍ 吉本歯科 052-792-8241 愛知県名古屋市守山区小幡南3-1-50

永田肇 さくら総合歯科 ベビーキッズ歯ならびクリニック 059-326-0054 三重県四日市市桜町１２７８－３

榊原武 みはま歯科クリニック 0569-87-3311 愛知県知多郡美浜町野間中町９８－３

吉本彰宏 医療法人社団 彰美会 吉本矯正歯科 043-292-6480 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央６－１４－８

唐木俊英 とうき歯科医院 03-5999-1180 東京都練馬区練馬２－２１－３

中山恭一 中山歯科医院 044-988-3118 神奈川県川崎市麻生区白鳥３－５－１シャンテ２Ｆ

山田晴樹 山田歯科医院 042-786-8081 神奈川県相模原市中央区相模原４－７－１０エスプラザビル１Ｆ

佐分利清信 医療法人清医会 さぶり歯科 052-221-1777 愛知県名古屋市中区錦１－２０－２５広小路ＹＭＤビル２Ｆ

福田耕司 福田歯科クリニック 03-5346-1151 東京都杉並区西荻南３－７－６サンパレス西荻Ⅱ２０１

白井敏彦 白井歯科 072-261-0184 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東２丁２２１

永井省二 医療法人 永仁会 永井歯科医院 0986-22-1080 宮崎県都城市八幡町１２－２８

富谷尚 とみや歯科医院 092-475-7676
福岡県福岡市博多区博多駅前３－１９－１４ビーエスビル
博多４Ｆ

岩田哲也 名古屋歯科口腔外科インプラントセンター 052-269-0588 愛知県名古屋市中区大須３－１４－４３第２アメ横ビル

後藤邦之 医療法人 八輝会 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



竹田晴彦 医療法人 エアビーイング 竹田歯科医院 092-846-8700 福岡県福岡市早良区小田部1-1-32

佐藤禎 医療法人 二期会 二期会歯科クリニック 011-251-2220 北海道札幌市中央区北３条西２丁目１　ＮＣ北専北三条ビル８Ｆ

今村琢也 医療法人社団東彩会　元町駅前歯科 011-789-1777 北海道札幌市東区北２５条東１６丁目４－１

中村誠 なかむら歯科クリニック 082-221-7747 広島県広島市中区上八丁堀４－２７－１Ｆ

田ヶ原昭弘 歯科サンセール 052-222-3800 愛知県名古屋市中区錦１－１０－９ＢＦＳ伏見ビル８Ｆ

松下至宏 松下歯科医院 0562-47-8300 愛知県大府市明成町１－１２９

藤塚勝功 緑が丘歯科医院 0587-53-0808 愛知県江南市前飛保町藤町１９７

日野泰志 日野歯科医院 084-927-1811 広島県福山市西町２－１４－７

宮本泰和 医療法人泰歯会　四条烏丸歯科クリニック 075-253-6487 京都府京都市下京区四条通高倉西入る７６　アソベビル３Ｆ

高井康博 医療法人双樹会 高井歯科医院 082-874-1811 広島県広島市安佐南区東原1丁目1-2シーブリーズ東原七番館２Ｆ

八木橋英元 パル・デンタルクリニック 03-6222-8276 東京都江東区住吉２－２５－４

平山富興 医療法人 優愛会 須沢歯科・矯正歯科 072-883-1188 大阪府門真市宮野町３－２４

共田義和 ともだ歯科医院 0743-78-9219 奈良県生駒市真弓４丁目４－２

高槌力弥 たかつち歯科医院 029-292-8717 茨城県東茨城郡茨城町前田１６８９－４

石川亮 石川齒科醫院 06-6438-5565 兵庫県尼崎市南武庫之荘１－１２－２０モダリエ２Ｆ

榊恭範 さかきデンタルクリニック 0930-26-1188 福岡県行橋市南泉３－８－１８

中原達郎 ドルフィンデンタルクリニック 043-488-2236 千葉県佐倉市生谷１３３７－１

大川敏生 大川歯科医院 078-452-3910 兵庫県神戸市東灘区岡本４－６－１

前田亮 前田歯科医院 03-3327-7380 東京都世田谷区松原６－３－１０寺島ビル１Ｆ

冨川和哉 とみかわデンタルオフィス 三重県津市大里睦合町３２０－６

鳥巣康行 とりすデンタルクリニック 03-6806-8075 東京都荒川区荒川１－４９－１０Ｌｕｇａｒ Ｂｏｎｉｔａ １Ｆ

酒井敬子 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

中山洋平 日本大学松戸歯学部歯周治療学講座 047-360-9363 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

板井丈治 大森東歯科クリニック 03-3768-5506 東京都大田区大森東５－２１－３平林コーポ１Ｆ

中村利明 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ｹ丘8-35-1

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

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

青山典生
神奈川歯科大学歯学部臨床科学系歯科保存学講座歯
周病学分野

046-845-3160 神奈川県横須賀市稲岡町８２

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

八木元彦 八木歯科 054-251-4151 静岡県静岡市葵区伝馬町３－１深尾ビル４Ｆ

岩﨑和人 藤沢いわさき歯科 矯正歯科 0466-52-5212 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-2-1シヴァ湘南2F

長澤雄宇 古賀テクノガーデン歯科 043-274-6480 千葉県千葉市美浜区中瀬１－３幕張テクノガーデンＦ－１Ｆ

高野琢也 高野歯科医院 0296-25-1662 茨城県筑西市丙１５６－６

石川明寛 石川歯科医院 03-3722-0418 東京都大田区田園調布2-41-18

田幡元 タバタ歯科クリニック 06-7181-9631 大阪府東大阪市岩田町３－６－１３

両角俊哉
神奈川歯科大学歯学部臨床科学系歯科保存学講座
歯周病学分野

046-822-8855 神奈川県横須賀市稲岡町８２

加部晶也 町田メアリー歯科 042-709-3873 東京都町田市玉川学園２－６－４

本郷昌一 きらり歯科クリニック 086-255-4182 岡山県岡山市北区高柳西町１７－３７

猪狩寛晶 医療法人社団彩清会 いがり歯科医院 0246-45-4618 福島県いわき市内郷綴町榎下55-1

石原典子 学芸大学やまびこ歯科 03-5734-1928 東京都目黒区鷹番2-15-18ホワイトガーデン202

齋藤恵美子 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

志茂泰教 しもデンタルクリニック 098-895-3318 沖縄県中頭郡中城村南上原770-2ハピネスハイツ１０２

大石匠 文京歯科 090-7699-8427 東京都文京区小石川４丁目２０－５

奥井隆文 奥井歯科医院 026-227-5224 長野県長野市南石堂町1298-18

森川暁 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室 03-5363-8831 東京都新宿区信濃町３５

若林広隆 若林歯科 026-213-7574 長野県千曲市杭瀬下５０

小柳達郎 九段デンタルクリニック 03-6265-6075 東京都千代田区九段南２－４－１３九段光ビル１Ｆ

永原隆吉 医療法人社団日本鋼管福山病院 084-945-3106 広島県福山市大門津之下１８４４

坂東由記子 宮田歯科クリニック 03-3959-0861 東京都豊島区要町１－１－１０サブナード要町１Ｆ

松延允資 松延歯科医院 0930-22-1387 福岡県京都郡苅田町与原３－８－９

山城圭介 神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科 078-940-2494 兵庫県神戸市長田区大谷町２－６－２

田島聖士 ＡＯＩ国際病院 歯科口腔外科 044-277-5511 神奈川県川崎市川崎区田町２－９－１

柳田学 滋賀県健康医療福祉部 健康寿命推進課 077-528-3651 滋賀県大津市京町４－１－１

清水宏康 清水歯科クリニック 03-3677-8211 東京都江戸川区上篠崎4-27-12

大西英知 南平台歯科クリニック 03-6416-5199 東京都渋谷区南平台町１５－１３帝都渋谷ビル１Ｆ

後藤弘明 府中エンライトデンタルクリニック 042-306-6998 東京都府中市府中町１－６－１古沢ビル２Ｆ

佐野哲也 はあとふる歯科医院 0426-68-8818 東京都八王子市めじろ台４－１２－３

江田慶太郎 江田歯科医院 0748-31-4618 滋賀県近江八幡市中小森町江元１３９４－１



内田雄士 トーマス歯科クリニック 082-251-1522 広島県広島市南区宇品東６－１－１５イオン宇品店２Ｆ

永野正司 医療法人社団 愛永会 永野歯科・矯正歯科医院 025-552-1259 新潟県糸魚川市本町１０－１

服部俊嗣 はっとり歯科医院 0952-52-8330 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所２８８－６

星 嵩 医療法人 星仁会 星歯科医院 025-792-0066 新潟県魚沼市四日町19-2

備前島崇浩 東京歯科大学千葉歯科医療センター 043-270-3900 千葉県千葉市美浜区真砂１－２－２

大森裕斗 川角歯科医院 049-294-6107 埼玉県入間郡毛呂山町川角４５５

久野貴史 ろこ歯科クリニック下赤塚駅前 03-5967-1182 東京都板橋区赤塚２－３－１７ルフォンプログレ赤塚１Ｆ

向山雄人 歯科ニュージャパン 022-227-8110 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目３－１ＴＭビル９Ｆ

田内拓史 田内歯科医院 0790-62-8099 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢１１５－７

梶山創太郎 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

小森谷祐理 小森谷歯科医院 0480-43-0888 埼玉県幸手市南１－４－１７

神庭光司 神庭歯科医院 0852-67-5555 島根県松江市上乃木７－６－５

中島徹 中島歯科医院 055-932-7177 静岡県沼津市三園町9-14

宮治裕史 北海道大学大学院歯学研究院歯周・歯内療法学教室 011-706-4266 北海道札幌市北区北１３条西７丁目

吉川幸輝 医療法人社団水野デンタルクリニック 047-325-9490 千葉県市川市市川1-21-1　1階

那須真奈 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

森岡優美 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

武田浩平
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

二神健志 朝霞駐屯地医務室 048-460-1711 東京都練馬区大泉学園町

鎌倉聡 (医)愛媛インプラントクリニック かまくら歯科 089-984-0002 愛媛県伊予郡松前町鶴吉８０６

山下明子 九州大学病院歯周病科 092-642-6358 福岡県福岡市東区馬出３－１－１

岡野敬陽 岡野歯科・小児歯科クリニック 岡山県岡山市東区西大寺中２－３９２－９

長岡若菜 菅井歯科医院　藤沢 0466-22-3890 神奈川県藤沢市藤沢９７１リベール藤沢１Ｆ

青木栄人 東京歯科大学水道橋病院 03-6380-9172 東京都千代田区三崎町２－９－１８

北見瑛一 山田歯科成瀬クリニック 042-739-3006 東京都町田市南成瀬１丁目４－５

成田大輔 なりた歯科・矯正歯科 0798-31-3711 兵庫県西宮市柳本町７－３８楽シティ＋２階

佐藤博紀 デンタル文京白山 03-6801-8602 東京都文京区白山１－３７－３ＥＸＡＭ白山２階

岡田祐輔 中野駅南歯科クリニック 03-6382-6480 東京都中野区中央4-60-3-1F

安藤正明 安藤デンタルクリニック 047-383-9302 千葉県浦安市北栄１－７－１－１Ｆ

西馬伸幸 西馬歯科 0738-22-8201 和歌山県御坊市湯川町小松原374-4

池田岳史 医療法人一梅会 池田歯科医院 0266-52-0177 長野県諏訪市諏訪２－２－１０

山内伸浩 山内歯科医院 072-877-5330 大阪府四条畷市美田町１－３

藤本徹生 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

井川貴博 恵比寿新橋いかわ歯科医院 03-6277-3146 東京都渋谷区恵比寿１－３１－１１恵比寿ＭＳビル１階

黒田絵里 飯田歯科センター 075-762-2250 京都府京都市左京区岡崎北御所町５２番地

湯本浩通 徳島大学大学院医歯薬学研究部歯周歯内治療学分野 088-633-7343 徳島県徳島市蔵本町３－１８－１５

小原篤夫 おはら歯科大濠南インプラント・歯周病センター 092-738-7778 福岡県福岡市中央区草香江１－９－１２大濠公園南ハイツ２Ｆ

山田純輝 市川駅前オーロラ歯科・矯正歯科 047-314-8233 千葉県市川市市川１－２３－８みどりやビル２０１

五十嵐尚美 いがらし歯科イーストクリニック 028-611-3085 栃木県宇都宮市平松本町1125-6

浅見健介 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

伊藤陸 いとう歯科診療室 025-263-1184 新潟県新潟市西区内野西が丘３丁目１０－１５

池田裕一 東京医科歯科大学大学院歯周病学分野 03-5803-5488 東京都文京区湯島１－５－４５

大塚源 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

藤岡裕美 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古田ビル２Ｆ

竹立匡秀 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

東 仁 大阪歯科大学 06-6910-1111 大阪府大阪市中央区大手前１－５－１７

安藤壮吾 なみき通り歯科矯正歯科 052-693-8280 愛知県名古屋市南区豊田２－２－１

池上久仁子 大阪大学歯学部附属病院口腔治療歯周科 06-6879-2939 大阪府吹田市山田丘１－８

山下元三 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

福本晃祐 ふくもと歯科医院 0551-22-0355 山梨県韮崎市中央町１－１０

沢田啓吾 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

新家央康 太田中央歯科クリニック 0276-52-8095 群馬県太田市別所町２８－１

福場駿介
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

山田康友 山田歯科 024-573-2500 福島県福島市野田町４－７－３

五十嵐寛子 日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座 03-3261-5937 東京都千代田区富士見１－９－２０
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