
2021年度機構認定　小児歯科専門医

氏名 勤務先 電話番号 勤務先住所

青山友紀 青山歯科医院 045-262-0773 神奈川県横浜市南区白金町１－１９

石川絵理 日本大学松戸歯学部小児歯科学講座 047-360-9431 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

市野澤隆宏 日本大学松戸歯学部小児歯科講座 047-360-9521 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

伊藤寿典 日本大学歯学部附属歯科病院小児歯科学講座 03-3219-8106 東京都千代田区神田駿河台１－８－１３

入江泰正 延岡こども歯科・おやこ歯科 0982-31-3355 宮崎県延岡市緑ケ丘１－１－１１

大野慧太郎 おおの小児矯正歯科 083-234-8181 山口県下関市観音崎町１１－８

大野陽真 おおの小児矯正歯科 083-234-8181 山口県下関市観音崎町１１－８

鋸屋侑布子 大阪大学歯学部附属病院小児歯科 06-6879-2962 大阪府吹田市山田丘１－８

加藤真由美 くばがわ歯科医院 098-887-6480 沖縄県那覇市首里汀良町3-63-3ハイビスカスマンションＢ－１

川島翼 昭和大学歯科病院小児成育歯科学講座 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

栗田沙由梨 日本歯科大学新潟病院小児歯科 025-267-1500 新潟県新潟市中央区浜浦町１－８

古々本一馬 大阪大学大学院歯学研究科小児歯科 06-6879-2962 大阪府吹田市山田丘１－８

志賀正康 ホワイト歯列矯正クリニック・たまプラーザ 045-530-5901
神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－１５－２たまプラーザ
黒沼ビル１階第７区画

菅北斗 すがこども歯科・矯正歯科 0834-62-6480 山口県周南市大神４－１０－３

田中亜生 東京歯科大学千葉病院小児歯科学講座 043-270-3915 千葉県千葉市美浜区真砂１－２－２

棚瀬早紀 東京歯科大学水道橋病院小児歯科学講座 03-3262-3421 東京都千代田区神田三崎町２－９－１８

千葉雄太 九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学分野 092-642-6402 福岡県福岡市東区馬出３－１－１

坪川茉莉 つぼ川歯科医院 0467-74-4567 神奈川県高座郡寒川町岡田１丁目１６－１

長岡悠 タエ小児歯科クリニック 047-478-2726 千葉県習志野市奏の杜３－１６－１０－２Ｆ

永田夏琳 昭和大学歯科病院小児成育学講座 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

中村州臣 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

林陽佳 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

平山展大 鶴見大学歯学部小児歯科学講座 045-580-8515 神奈川県横浜市鶴見区鶴見２－１－３

藤池美保子 医療法人 和光会 リキタケ歯科医院 0955-75-0055 佐賀県唐津市町田１丁目２３５１－１

古川佑美 愛知学院大学歯学部小児歯科学講座 052-759-2111 愛知県名古屋市千種区末盛通２－１１

前野孝枝 医療法人デンタルキッズ イシタニ小児・矯正歯科クリニック 0995-56-0777 鹿児島県姶良市宮嶋町４１－４

松本紗耶 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

山口茜 日本大学松戸歯学部小児歯科学講座 047-360-9431 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

横山瑛里香 中山歯科医院 042-347-4184 東京都小平市学園東町３－４－２

和唐薫子 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

山崎賢 パーク歯科クリニック 048-266-8845 埼玉県川口市芝富士１－１－２５㈱福井工務店川口寮１Ｆ

近藤俊
藤田保健衛生大学医学部歯科口腔外科・矯正歯科・
小児歯科

0562-93-2209 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98

西康代 ニシ歯科クリニック 096-343-6571 熊本県熊本市坪井２－２－１８

青山哲也 ひいらぎやまキッズデンタルクリニック 0562-48-1817
愛知県大府市柊山町１－１７５－１リソラ大府クリニック
モール内

佐藤秀夫 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

西めぐみ みのはら歯科医院 0955-77-2339 佐賀県唐津市鏡１８２２－２

布施晴香 昭和大学歯科病院小児成育歯科学教室 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

井形紀子 しげたこども歯科 0996-24-2564 鹿児島県薩摩川内市平佐町3605-11

生野伸一 生野歯科医院 0745-69-6471 奈良県葛城市北花内６８４－９

今井裕樹 東京歯科大学小児歯科学講座 043-270-3946 千葉県千葉市美浜区真砂１－２－２

上原奈緒子 立川もりのはいしゃさん 042-595-6403 東京都立川市柴崎町３－１３－２２カトルセゾンⅡ－１Ｆ

畦平智友美 御津メイプル歯科医院 0867-24-4182 岡山県岡山市北区御津宇垣１６８６

大石敦之 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 小児歯科学分野 03-5803-5542 東京都文京区湯島１－５－４５

大島昇平
北海道大学大学院歯学研究科口腔機能学小児・障害
者歯科学

011-706-4292 北海道札幌市北区北１３条西７丁目

小山田優 小山田歯科医院 019-625-1744 岩手県盛岡市盛岡駅前通８－１１盛岡駅前ビル３Ｆ

河野承子 かわのキッズファミリー歯科 058-214-6620 岐阜県岐阜市正木北町７－１ロックスビル１階Ａ号

菊入崇 日本大学歯学部小児歯科学講座 03-3219-8080 東京都千代田区神田駿河台１－８－１３

久保田知穂 東京医科歯科大学口腔機能育成学講座 03-3813-5542 東京都文京区湯島１－５－４５

郡由紀子 板東歯科医院八万オフィス 088-679-4184 徳島県徳島市八万町沖須賀２２－１

坂部潤 キッズデンタル成城 03-5429-1100 東京都世田谷区成城６－１７－７チェリーコート成城Ｄ－１

重山文子 医療法人なごみ会 林小児歯科 0742-27-1182 奈良県奈良市三条本町３－２４

高橋宙丈 高橋歯科医院 0892-21-1182 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万３３８－２

太刀掛銘子 広島大学病院小児歯科 082-257-5698 広島県広島市南区霞１－２－３

中村佐和子 医療法人瑞芳会 中村歯科医院 03-5677-4618 東京都江東区千石３－１－３６Ｇｒａｃｅ Ｂｌｄｇ２・３Ｆ



新里法子 広島大学病院小児歯科 082-257-5698 広島県広島市南区霞１－２－３

西田綾美 さわやか歯科 0744-29-5466 奈良県橿原市中曽司町１９１－１４

日高聖 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１－７－１

平野慶子 岡山大学歯学部小児歯科学講座 0862-23-7151 岡山市鹿田町２－５－１

藤田優子 九州歯科大学健康増進学講座口腔機能発達学分野 093-582-1131 福岡県北九州市小倉北区真鶴２－６－１

松澤光洋 ニュータウンはぐくみ歯科 045-362-2662 神奈川県横浜市旭区中沢３－１－１

宮入千夏 南古谷なみき歯科＋こども歯科 049-236-0648 埼玉県川越市大字並木８０－８

村上香織 村上隆矯正歯科 079-856-8665 兵庫県西宮市南昭和町３－１８－１０１

守谷恭子 守谷歯科医院 0274-42-2007 群馬県高崎市新町２４６１

山座治義 九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学分野 092-642-6402 福岡県福岡市東区馬出３－１－１

山崎道子 やまざき歯科クリニック 043-272-5441 千葉県千葉市花見川区幕張町５－４１７－２２２－１２２号

山本誠二 やまもと小児歯科・矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 086-246-8211 岡山県岡山市北区北長瀬表町2-5-12

吉田侑子 昭和大学歯科病院小児成育歯科学講座 03-3787-1151 東京都大田区北千束２－１－１

吉村薫 よしむら小児歯科医院 0940-43-5565 福岡県福津市中央６－１１－４１

吉村剛 つぼい歯科クリニック 0827-32-7506 山口県岩国市南岩国町２丁目７８－３６

渡辺幸嗣 九州歯科大学健康増進学講座口腔機能発達学分野 093-582-1131 福岡県北九州市小倉北区真鶴２－６－１

相澤節世 キララ歯科 0532-65-7566 愛知県豊橋市大岩町字境目25-108

朝田芳信 鶴見大学歯学部小児歯科学教室 045-581-1001 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3

渥美信子 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

阿部真紀 あべ長歯科医院 022-304-3033 宮城県仙台市太白区長町５－２－４０

荒井千鶴 医療法人社団 ｴﾝｼﾞｪﾘｯｸｽﾏｲﾙ会 ポニー小児歯科クリニック 03-3682-8300 東京都江戸川区平井１－５－１４

荒井延子 日本大学松戸歯学部小児歯科学教室 0473-68-6111 松戸市栄町西２－８７０－１

有田憲司 大阪歯科大学小児歯科学講座 06-6910-1037 大阪府大阪市中央区大手前１－５－１７

伊平弥生 鶴見大学小児歯科 045-580-8515 横浜市鶴見区鶴見2-1-3

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

井出正道 鶴見大学歯学部小児歯科学教室 045-581-1001 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3

稲田絵美 鹿児島大学医学・歯学部附属病院小児歯科 099-275-6262 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

井上雄温 医療法人社団　雄愛会 井上歯科医院 042-554-7735 羽村市五ノ神２－１２－１４

井上祥子 柏千代田歯科・小児歯科 04-7197-7162 千葉県柏市千代田２－２－１－１０２第２三光ビル

今泉三枝 今泉歯科 0536-24-9900 愛知県新城市平井字新栄６４－１

今村均 今村歯科医院 093-671-4849 北九州市八幡東区祇園１－１－３

入江庸介 入江歯科医院 078-851-0694 兵庫県神戸市灘区徳井町４－３－１

内川喜盛 日本歯科大学附属病院小児歯科 03-3261-4071 東京都千代田区富士見２－３－１６

大多和由美
東京歯科大学口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔
面痛研究室

03-5275-1723 東京都千代田区神田三崎町２－９－１８

岡崎好秀 高知県歯科医師会口腔保健センター 088-824-3400 高知県高知市丸の内１－７－４５

小方清和 都立小児総合医療センター 歯科 042-300-5111 東京都府中市武蔵台２－８－２９

岡部浩子 医療法人　社団　始浩会 岡部歯科医院 042-642-5652 八王子市明神町４－１２－２

岡本圭一 岡本歯科医院 06-6788-3968 大阪府東大阪市高井田１０－７

奥猛志 おく小児矯正歯科 099-214-6471 鹿児島県鹿児島市田上５－４－２７

奥田純平 おくだ歯科医院 0774-54-0111 京都府城陽市寺田高田２３－２８

小田上由紀 おだがみ歯科医院 078-997-4525 兵庫県神戸市西区櫨谷町長谷336-1

尾辻渉 おつじ歯科医院 072-486-6480 大阪府泉佐野市日根野４３２７－４

梶本祐一郎 かじもと矯正・小児歯科 072-222-7676 大阪府堺市堺区中瓦町1-4-22大阪信用金庫ビル２Ｆ

柏村晴子 福岡歯科大学成長発達歯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

金子かおり 東京歯科大学水道橋病院小児歯科 03-5275-1723 東京都千代田区三崎町２－９－１８

假谷直之 おまち子ども歯科 086-278-6480 岡山県岡山市中区雄町３１８－７

木島寛 有隣病院 歯科口腔外科 0241-23-0994 福島県喜多方市松山町村松字北原3643-1

木本茂成 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

京極絵美 きょうごく矯正歯科・小児歯科クリニック 096-334-6050 熊本県熊本市南区出仲間１－３－１

金城奈津子 きんじょう歯科こどもクリニック 025-261-6480 新潟県新潟市西区五十嵐中島５丁目１７－４５

九津見茂子 厚別駅前歯科 011-892-3366 札幌市厚別区厚別中央５条２丁目４－８　森ＭＳ２Ｆ

久保周平 町田市障がい者歯科診療所 042-725-2225 東京都町田市原町田５－８－２１町田市健康福祉会館内

久保田一見 昭和大学歯学部ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞ口腔医学講座 口腔衛生学部門 03-3784-8172 東京都品川区旗の台１－５－８

久保山博子 くぼやまひろこ小児歯科 092-940-2111 福岡県古賀市花見東5丁目１７－５

黒瀬絵里奈 たんぽぽ歯科 0568-83-5118 愛知県春日井市柏井町４－１７－４Ｆ

香西克之 広島大学大学院医歯薬保健学研究科小児歯科学研究室 082-257-5695 広島県広島市南区霞１－２－３

後藤申江 宮城県立こども病院歯科口腔外科・矯正歯科 022-391-5111 宮城県仙台市青葉区落合４－３－１７

齋藤良幸 医療法人社団 清颯会 プラザ歯科医院 042-777-7377 神奈川県相模原市南区下溝606-21ぷらざ２３６９・２Ｆ－Ｄ



佐伯桂 九州歯科大学口腔機能科学専攻口腔機能発達学分野 093-582-1131 福岡県北九州市小倉北区真鶴２－６－１

佐々木有美 医療法人 貴和会 上本町YUMI Kids Dental Clinic 06-6710-4182 大阪府大阪市中央区東平２－２－２３－２Ｆ

佐藤智之 医療法人健友会 川越歯科クリニック 049-244-6494 埼玉県川越市小ヶ谷７２－１

佐野祥子 大阪歯科大学矯正学講座 06-6910-1111 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17

品川光春 しながわ小児歯科医院 0956-24-6010 長崎県佐世保市浜田町２－１７

篠永ゆかり 医療法人 こぐま小児歯科 0898-47-0220 愛媛県今治市松木３３４－５

島田朝晴 ジャーミィデント歯科 03-3406-5585 港区北青山３－１２－９花の館ビル

島津貴咲 杉並ペディアトリック歯科 03-5941-8601 東京都杉並区宮前４－３０－１１

正村正仁 松本歯科大学小児歯科学講座 0263-51-2106 長野県塩尻市広丘郷原１７８０

白瀬敏臣 日本歯科大学附属病院小児歯科 03-3261-4754 東京都千代田区富士見１－９－２０

新谷誠康 東京歯科大学小児歯科学講座 03-6380-9188 東京都千代田区神田三崎町２－９－１８

杉村和昭 すぎむら小児歯科クリニック 0463-33-8416 神奈川県平塚市平塚３－１０－１９

杉本勘太 杉本こども歯科クリニック 075-381-8813 京都府京都市西京区桂春日町67-1グランレブリー桂PartⅡ

鈴木淳司 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

鈴木広幸 鈴木歯科小児歯科医院 0246-26-2918 福島県いわき市内郷御厩町４丁目１１９

駿河由利子 すこやか歯科こども歯科医院 019-613-8841 岩手県滝沢市鵜飼笹森７２－２４

曽根由美子 兵庫県立こども病院・小児歯科 078-945-7300 兵庫県神戸市中央区港島南町１－６－７

高田一江 たかだ歯科クリニック 011-861-0474 札幌市白石区本通７丁目北１－２８

高橋章 高橋歯科小児クリニツク 022-267-6060 仙台市青葉区中央３－１－１３

高橋忠 ただしファミリー歯科クリニック 048-971-0007 埼玉県越谷市大字弥十郎７０５－５

滝口旗一 プロデンタル 03-3520-8631 東京都中央区佃２－２２－１

武内倫子 日立市心身障害者歯科診療所 0294-24-1748 茨城県日立市助川町５－１１－３

竹内靖博 竹内歯科医院 054-259-9589 静岡市駿河区広野３－９－１

田中光郎 アエラ小児歯科・歯科医院 03-5879-4070 東京都江戸川区松江７－１１－１４

谷向務 谷向歯科医院 0575-23-9288 岐阜県関市下有知１４８－３

鳥羽美加子 鳥羽歯科医院 0223-23-5005 宮城県岩沼市中央４－８－７２

中暁子 岡部歯科医院 042-642-5652 東京都八王子市明神町４－１２－２

中江寿美 田中歯科クリニック 06-6460-6460 大阪府大阪市福島区吉野４丁目２５－２３

中川弘 徳島大学病院高次歯科診療部 障碍者歯科 088-633-7359 徳島県徳島市蔵本町３－１８－１５

永野由美子 ナチュラルデンタルオフィス橋本 042-703-6428 神奈川県相模原市緑区西橋本４丁目８－４０

中村弘之 医療法人育歯会 ナカムラ矯正・小児歯科 0771-23-3388 京都府亀岡市古世町西内坪３２－１ラポール３Ｆ

中村由貴子
大阪発達総合療育センター南大阪小児リハビリテー
ション病院

06-6699-8731 大阪府大阪市東住吉区山坂５－１１－２１

中山隆介 なかやま歯科 052-262-1881 愛知県名古屋市中区栄４－１６－２４メーゾンオザワ４Ｆ

西英光 西歯科医院 088-665-5645 徳島市川内町大松1４３－１２

西田郁子 九州歯科大学健康増進学講座口腔機能発達学分野 093-582-1131 福岡県北九州市小倉北区真鶴2-6-1

西村貴子 大阪歯科大学小児歯科学講座 06-6910-1515 大阪府大阪市中央区大手前１－５－１７

野中和明 糸島こどもとおとなのクリニック歯科 092-327-0073 福岡県糸島市志摩井田原６３－１

野呂大輔 北海道医療大学個体差医療科学センター 011-778-7558 北海道札幌市北区あいの里２－５

橋本敏昭 はしもと小児/矯正歯科医院 093-951-3100 福岡県北九州市小倉北区黒住町２４－４１

長谷川信乃 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

浜田義彦 (医)はまだ会 はまだ子ども歯科 088-834-1182 高知県高知市百石町１－１５－１５

林原哲之 林原歯科クリニック 0859-37-5700 鳥取県米子市東福原６－７－３

原田桂子
(公社)高松市歯科医師会 高松市歯科救急医療ｾﾝﾀｰ
高松歯科診療所

087-851-1167 香川県高松市福岡町３－３６－２３

檜山雄彦 ひやま歯科クリニック 044-299-2330 神奈川県川崎市川崎区昭和2-9-7フォルゴーレ川崎

深水篤 (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

福井亜実 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

福田敦史 北海道医療大学歯学部小児歯科学分野 0133-23-1412 北海道石狩郡当別町金沢１７５７

福田延枝 ファミーユ福田歯科 077-547-3630 滋賀県大津市大将軍３－１９－１

藤田晴子 南千住小児歯科矯正歯科 03-5615-2182 東京都荒川区南千住４－７－１ＢｉＶｉ南千住２Ｄ－２

堀川清一 堀川歯科医院 099-252-8811 鹿児島県鹿児島市天保山町13-15

本多豊彦 本多ファミリ－歯科 052-625-3007 愛知県名古屋市緑区相原郷2-813

枡富由佳子 枡富歯科医院 088-692-2525 徳島県板野郡藍住町奥野字西中須９４－１

松下標 松下歯科医院 0742-25-3500 奈良県奈良市法蓮町３３４－１フォレストヒルズ一条１Ｆ

松村誠士 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

真部滋記 マナベ歯科医院 0748-46-6480 滋賀県蒲生郡安土町西老蘇５８－１６

丸山進一郎 （医）アリスバンビーニ小児歯科 048-464-8388 朝霞市本町２－５－２３フタバビル４Ｆ

宮内康範 みやうちこどもデンタルクリニック 076-254-0513 石川県金沢市鞍月３丁目１０１

宮本茂広 みやもと子ども歯科 089-976-8241 愛媛県松山市平井町甲３３２２－２



室井剛史 むろい歯科医院 0241-62-8020 福島県南会津郡南会津町田島字本町甲３８４１－６

森主宜延 もりぬし小児歯科医院 099-285-2525 鹿児島県鹿児島市武２丁目６－１６

屋敷徹 医療法人 青心会 0120-13-5988 広島県広島市安佐南区伴南４丁目２０－６

保田将史 祖師谷こどもおとな歯科 03-6411-2712 東京都世田谷区祖師谷４－１－２２葉栄ビル１Ｆ

谷津正則 谷津歯科医院こどもクリニック 0224-72-1234 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋３４

山岡瑞佳 スマイルパーク歯科 079-236-8028 兵庫県姫路市広畑区蒲田５４６

山崎てるみ 医療法人社団 百瀬歯科医院歯列育成部門 03-6411-5424 東京都世田谷区祖師谷３－３２－５アソルティ祖師谷２Ｆ

山﨑要一 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

山田賢 やまだファミリー歯科 0749-20-4393 滋賀県彦根市野瀬町５８－２

山田千春 マリン歯科クリニック 0467-86-2334 茅ケ崎市幸町２－１８

八若保孝
北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野 小
児・障害者歯科学教室

011-706-4290 北海道札幌市北区北１３条西７丁目

吉田明弘 上町吉田歯科医院 0494-22-0594 埼玉県秩父市上町３－１０－５

吉田昊哲 南山手小児歯科 045-623-6329 神奈川県横浜市中区滝之上１３９パークハイツ１０１

吉原俊博 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

會田栄一 あいだ小児・矯正歯科 052-752-8888 愛知県名古屋市昭和区川原通８－１５

安達詩季 城南歯科医院 0296-32-8881 茨城県結城市新福寺５－３－１

安藤匡子 あんどう歯科小児歯科 092-524-9760 福岡県福岡市南区平和１－２－１８

池尾元三朗 池尾小児歯科 0742-23-7489 奈良県奈良市登大路町４３－１１

池田元久 医療法人社団 エンゼル小児歯科クリニック 0138-32-4618 北海道函館市鍛治２－３９－３

池畑麗子 池畑矯正・小児歯科 045-433-6585 神奈川県横浜市神奈川区松見町４－５４１

池本博之 いけもと小児歯科医院 こども歯科もみの木 077-574-4111 滋賀県大津市今堅田２－２３－２２

石井佳子 旭山小児歯科 011-551-8804 北海道札幌市中央区南８条西２３丁目２－５

板家隆 いたや小児歯科大人歯科医院 093-921-3443 福岡県北九州市小倉北区片野新町1-12-25

伊藤雅夫 イトウ矯正・小児歯科 0798-53-0418 兵庫県西宮市甲東園１丁目５－５アレックスビル２Ｆ

犬塚勝昭 医療法人 いぬづか子供歯科ｸﾘﾆｯｸ 053-435-1884 静岡県浜松市東区半田町１４７１

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

今村基尊
藤田医科大学医学部形成外科学講座・小児歯科矯正
歯科部門

0562-93-2210 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪１－９８

上田豊 上田小児歯科クリニック 03-3880-2831 東京都足立区青井５－９－５

梅津英裕 医療法人 うめつ歯科医院 0250-23-1580 新潟県新潟市秋葉区古田１－６－４１

大塚啓子 医療法人社団聖会　大塚歯科医院 0285-72-0111 栃木県芳賀郡益子町益子３６３８

大原裕 大原歯科医院 075-922-1947 京都府向日市寺戸町初田１７－７

小肩敏江 おがた歯科・小児歯科医院 0492-58-2205 埼玉県入間郡三芳町みよし台６－７

荻田修二 おぎた小児歯科 0594-23-3588 三重県桑名市大字東方字掛越５７０－１

荻原孝 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

小口久雄 小口歯科第２クリニック 0266-28-2883 長野県岡谷市長地権現町２丁目１－５６

小倉勇人 おぐら小児歯科クリニック 059-222-6480 三重県津市幸町５－１

落合伸行 落合歯科 072-955-6480 大阪府藤井寺市岡２－２－２６

片尾秀信 ビッグアップル片尾デンタルオフィス 075-601-3531 京都府京都市伏見区越前町６０２

兼元妙子 タエ小児歯科クリニック 047-478-2726 千葉県習志野市奏の杜３－１６－１０

鎌倉尚史
神奈川歯科大学歯学部社会歯科学系法医学講座歯科
法医学分野

046-822-8863 神奈川県横須賀市稲岡町８２

河上千咲 医療法人社団 仁至会 河上歯科医院 0848-22-2882 広島県尾道市西則末町８－２０

河本孝史 小児歯科愛宕 0827-31-3167 山口県岩国市門前町３－１２－３５モンゼン９３　２Ｆ

久芳陽一 くば小児歯科 092-807-8880 福岡県福岡市西区周船寺1-6-11青木ビル２Ｆ

久保寺友子 東京歯科大学千葉病院 043-279-2222 千葉県千葉市美浜区真砂１－２－２

熊坂純雄
神奈川歯科大学横浜研修センター横浜ｸﾘﾆｯｸ 総合歯
科学講座小児歯科

045-313-4019 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－３１－６

小泉達哉 医療法人社団 コイズミ歯科 079-284-8011 兵庫県姫路市本町２００

小泉翠 こいずみ歯科医院 072-291-1155 大阪府堺市南区竹城台３－３－６

近藤光昭 近藤歯科医院 042-522-2870 東京都立川市曙町１－４－７

齋藤誠一 斎藤小児歯科 078-735-0418 兵庫県神戸市須磨区平田町2-3-9新板宿ビル３Ｆ

佐伯克彦 さえき矯正・小児歯科医院 079-422-1101 兵庫県加古川市加古川町溝之口６２２番

坂口繁夫 医療法人あすなろ会 さかぐち小児・矯正歯科医院 092-592-1232 福岡県福岡市南区井尻５－４－６

佐々木明彦 エンゼル歯科 0463-21-5073 神奈川県平塚市紅谷町９－１２アロー平塚３０番館３Ｆ

志賀和子 志賀歯科医院 03-3941-5478 東京都文京区音羽１－２３－２２

島田路征 かみやま親子歯科 025-285-0850 新潟県新潟市中央区女池上山２－６－１３

鈴木伸江 パレットデンタルクリニック 0297-45-3322 茨城県守谷市小山３１６－４

副島之彦 医療法人 医之和会小児歯科・矯正スマイルプラザ 072-881-4618 大阪府門真市宮野町３－２３メリックビル２Ｆ

髙梨登 髙梨歯科クリニック 03-5998-8211 練馬区光ヶ丘３－７－１－１０３



高野博子 医療法人・社団・高慈会 高野歯科クリニック 03-3601-2543 葛飾区青戸６－４－２３

髙橋歩 （休職中）

高橋知子 寺尾歯科医院 048-591-6200 埼玉県北本市中央４－１９６

髙林周平 小児歯科ポプラ診療室 047-345-8941 千葉県松戸市新松戸３－２７５洋興ビル

田口貴嗣 なかよし小児歯科 0166-65-2538 北海道旭川市神楽岡４条６丁目

田口正博 愛生歯科医院 03-5366-3634 東京都新宿区新宿５－１０－９ＩＣビル１Ｆ

田村博宣 田村歯科医院 079-236-2219 兵庫県姫路市広畑区本町４－７５３

千枝喜恵 医療法人社団 ＰＤＳ アップル小児矯正歯科 0144-35-5524 北海道苫小牧市木場町２丁目３－１

辻　甫 辻歯科 058-210-1576 岐阜県岐阜市上土居１８９番地３

津田裕子 津田歯科医院 0834-64-3142 山口県新南陽市古泉２－１６－６

堤智紀 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

時安喜彦 明海大学歯学部小児歯科学講座 0492-85-5511 埼玉県坂戸市けやき台１－１

得津かおり きなみ小児歯科・矯正歯科医院 082-922-6480 広島県広島市佐伯区五日市駅前１－１０－１

永石恵子 ながいし小児歯科医院 072-775-3051 兵庫県伊丹市平松１－３－３０

中川さとみ コアシティ歯科クリニック 03-5628-3027 東京都江東区大島９－５－１コアシティ東大島１Ｆ

中原弘美 中原歯科 0729-61-0120 大阪府東大阪市岩田町４－９－３

成瀬克子 なるせ小児歯科 0957-26-8211 長崎県諌早市山川町２５－６

成瀬敏彦 なるせ小児歯科 0957-26-8211 長崎県諌早市山川町２５－６

難波みち子 医療法人社団 ひまわり会 伴歯科診療所 03-3932-3936 東京都板橋区桜川２－９－３

仁井谷恵子 にいたに歯科 082-877-1131 広島県広島市安佐南区緑井３－１２－１４

丹羽敏勝 医療法人社団 カムカム矯正・小児歯科 076-494-2828 富山県富山市経堂４－１２－１２

橋本吉明 都立東大和療育センター 歯科 042-567-0222 東京都東大和市桜が丘３－４４－１０

羽田宣裕 愛児の会デンタルクリニック 045-319-3050 神奈川県横浜市西区北幸１－４－１天理ビル５Ｆ

馬場篤子 福岡歯科大学成長発達歯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

早川龍 早川歯科医院 03-3937-1182 東京都板橋区赤塚新町１－１７－３

林万紀子 林歯科医院 0532-48-1048 愛知県豊橋市柱九番町３１－１

原一恵 四葉こども歯科 023-687-0648 山形県山形市十日町２－１－４２

平田順一 ひらた小児・矯正歯科 048-969-6480 埼玉県越谷市東越谷６－２８－２こども薬局２Ｆ

廣田和子 廣田歯科医院 0943-75-2079 福岡県うきは市吉井町1316-62

松尾博之 医療法人 まつお矯正小児歯科 072-822-6474 大阪府寝屋川市早子町３－４５

峰正博 峰歯科医院 0595-21-1616 三重県伊賀市上野西大手町３５９８

宮新美智世 はなここどもの歯のクリニック 0424-52-5727 東京都小平市花小金井４丁目２０－１グランデール武蔵野１０１

向山葉真 本山デンタルクリニック 052-781-9876 愛知県名古屋市千種区東山通２－３－１

村井雄司 村井産婦人科小児歯科医院 019-636-2233 岩手県盛岡市向中野字道明５５

村田格一 医療法人 村田小児歯科センター 0532-61-1414 愛知県豊橋市春日町２－７－１

栁瀬博 やなせ小児歯科 059-391-2488 三重県三重郡菰野町池底原野１２９１－２

矢部孝 矢部歯科医院 086-279-6400 岡山県岡山市東区中尾２９４－１

山内哲哉 医療法人哲楓会 やまうち小児歯科 0573-66-7702 岐阜県中津川市東宮町４－５９

山川洋子 医療法人 山川歯科 0569-35-4875 愛知県常滑市鯉江本町５－８８

山口さやか 東京都立心身障害者口腔保健ｾﾝﾀｰ 03-3235-1141 東京都新宿区神楽河岸１－１セントラルプラザ８Ｆ

箭本ゆかり やもとデンタルクリニック 03-5967-4182 東京都板橋区四葉２－５－１

阿部亜美 福岡歯科大学成長発達歯学講座成育小児歯科学分野 092-801-0411 福岡市早良区田村２－１５－１

大須賀直人 松本歯科大学小児歯科学講座 0263-51-2106 長野県塩尻市広丘郷原１７８０

新居由紀 東京歯科大学千葉歯科医療センター小児歯科 043-270-3915 千葉県千葉市美浜区真砂１－２－２

氏家隼人 なかいちキッズワールドデンタルクリニック 018-827-3885 秋田県秋田市中通１丁目４－４エリアなかいち住宅棟１Ｆ

岡田紗弥佳 東京歯科大学千葉歯科医療センター 043-270-3915 千葉県千葉市美浜区真砂１－２－２

落合聡 おちあい小児歯科医院 0942-39-0118 福岡県久留米市天神町３４－１４山秀ビル４Ｆ

門田珠実 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

木舩崇 九州大学病院小児歯科・スペシャルニーズ歯科 092-641-1151 福岡県福岡市東区馬出３－１－１

木村紗百合 日本大学歯学部付属歯科病院 03-3219-8020 東京都千代田区神田駿河台１－８－１３

玄番千夏子 愛知学院大学歯学部附属病院小児歯科学講座 052-759-2111 愛知県名古屋市千種区末盛通2-11

土橋容子 はやし小児歯科医院 092-939-4080 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東６丁目１５－１２－１Ｆ

中内彩乃 東京歯科大学千葉歯科医療センター 043-270-3915 千葉県千葉市美浜区真砂１－２－２

西見光彦 岩寺小児歯科医院 011-758-7736 北海道札幌市北区麻生町２丁目４－５

櫨万紀子 医療法人社団 善歯会 ごりらのはいしゃさん 03-6416-8899 東京都渋谷区初台１－３６－８

平山美衣 衣浦歯科医院 0566-48-0648 愛知県碧南市築山町３－７８

尾崎公子 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 0798-45-6679 兵庫県西宮市武庫川町１－１

苅部洋行 日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座 03-3261-6524 東京都千代田区富士見１－９－２０

野々村榮二 野々村小児歯科クリニック 072-855-0810 枚方市楠葉花園町１２－１日本生命ビル２Ｆ



林昌司 医療法人なごみ会　林小児歯科 0742-27-1182 奈良市三条本町３－２４

石塚恵美 医療法人社団 いしづか歯科クリニック 011-802-4088 北海道札幌市厚別区厚別中央２条２丁目５－９

伊藤三智子 いとう歯科 0572-23-4886 岐阜県多治見市三笠町１－２１

岩田容子 岩田歯科医院 079-225-0064 兵庫県姫路市城北本町１０－２

宇治川玲子 日本大学松戸歯学部小児歯科学教室 047-360-9428 松戸市栄町西２－８７０－１

枝木和子 えだき歯科医院 0865-64-4582 岡山県浅口郡里庄町里見6228-3

大島邦子 新潟大学医歯学総合病院小児歯科診療室 025-227-2910 新潟県新潟市中央区学校町通2-5274

大土努 ジョイファミリー歯科 072-337-8855 大阪府松原市上田２－５－２１

小野美紀子 きよみ野こども歯科矯正歯科 048-983-7744 埼玉県吉川市きよみ野２－２５－８

勝俣真里 かつまた歯科小児歯科医院 092-683-1011 福岡市東区水谷１－６－１５

加藤陽子 かとう小児歯科 092-822-4680 福岡市早良区小田部７－２１－２リヴィエール室見Ⅱ

木舩敏郎 きふね小児歯科 097-503-1186 大分県大分市明野東５－２－１２

佐久間信彦 さくま小児歯科クリニック 082-810-0555 広島県広島市安佐北区可部南2-2-5第３岡田ビル

佐橋喜志夫 (医)さばし矯正小児歯科 0574-63-1222 岐阜県可児市広見２－３５

関眞也 関歯科医院 0893-24-7707 愛媛県大洲市平野町平地１８－１

園本美惠 大阪歯科大学歯学部小児歯科学講座 06-6910-1515 大阪府大阪市中央区大手前１－５－１７

空田安博 そらだ小児歯科医院 093-602-8369 福岡県北九州市八幡西区大浦１－５－１５

髙橋真朗 たかはし歯科医院 045-978-4622
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町５１８－１　アルス市ヶ尾
南２０４

高見澤豊 二子玉川ステーションビル矯正・歯科 03-6431-0648 東京都世田谷区玉川２－１１－４グラッシア二子玉川Ｂ１

武井浩樹 埼玉県立小児医療センター歯科 048-601-2200 埼玉県さいたま市中央区新都心１番地２

棚瀬精三 たなせこどもデンタルクリニック 058-251-8383 岐阜市河渡２－２３－３

塚本幸子 医療法人渓雲 小児歯科フルフィル 06-6709-1870 大阪府大阪市平野区流町２－６－７

遠山孝之 遠山歯科医院 054-252-5395 静岡県静岡市葵区上石町７－３

外木徳子 医療法人社団 守徳会 とのぎ小児歯科 043-278-5241 千葉県千葉市美浜区磯辺4-15-25

長坂俊晴 PADMA Dental Clinic 011-385-3737 北海道江別市幸町９－１１

根本浩利 ねもと こども歯科 072-668-7211 大阪府高槻市城北町２－４－５ヒサコビル４Ｆ

原昌伸 原歯科医院 0263-32-0176 長野県松本市中央１－１７－２１

春木隆伸 医療法人社団 はるき小児・矯正・歯科 078-938-0555 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通１－４－２－４－１０２号

深尾正 医療法人 育歯会 フカオ歯科クリニック 072-841-6171 大阪府枚方市岡東町１４－４４井田ビル２Ｆ

藤岡万里 緑生会あびこクリニック歯科 04-7184-0675 千葉県我孫子市我孫子２４９

行成哲弘 医療法人 ゆきなり歯科・矯正歯科 095-857-8211 長崎県長崎市葉山２－５－２６

樂木正実 大阪急性期・総合医療センター障がい者歯科 06-6692-1201 大阪府大阪市住吉区万代東３－１－５６

一柳幸代 いちやなぎ歯科医院 072-883-8851 大阪府門真市南野口町３－１２

王陽基 王歯科医院 078-671-6480 兵庫県神戸市長田区東尻池町４－１０－１３

大道士郎 社会医療法人 大道会 ボバース記念病院 歯科診療部 06-6965-6489 大阪府大阪市城東区東中浜1-6-5

丘久恵 東京虎ノ門グローバルスクエア歯科 03-6273-3771 東京都港区虎ノ門１－３－１－２Ｆ

小川京 日本大学松戸歯学部小児歯科 047-360-9430 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

奥田恵 奥田歯科診療所 072-961-3973 大阪府東大阪市菱屋東２－１－２６

唐木美弥 等々力ぞうのはな小児・矯正歯科 03-6432-1173 東京都世田谷区等々力８－２－２４シティ等々力１Ｆ

清水武彦 日本大学松戸歯学部小児歯科学講座 047-360-9427 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

宋本政文 そう歯科医院 0853-63-0888 島根県出雲市平田町１６３０

田澤澄枝 あい歯科医院 0263-26-3818 松本市南原２－１－１８

田中匡 さえき矯正・小児歯科医院 079-422-1101 兵庫県加古川市加古川町溝之口622

谷田幸代 松本歯科大学小児歯科学講座 0263-51-2106 長野県塩尻市広丘郷原１７８０

沼澤由紀 沼澤歯科医院 023-635-5454 山形市錦町１１－１５

野本知佐 ちあーず歯科・小児歯科 089-962-1817 愛媛県伊予郡砥部町原町３２５－３７

福島直樹 ふくしま歯科医院 092-737-6480 福岡県福岡市中央区梅光園２－５－３－１Ｆ

松根健介
日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座顎口腔機能治
療学分野

047-360-9465 千葉県松戸市栄町西２－８７０－１

森本容子 森本歯科クリニック 075-393-1184 京都府京都市西京区上桂宮ノ後町４６－２

守安克也 鶴見大学歯学部小児歯科学講座 045-581-1001 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3

山口登 くるめ東町歯科医院 0942-46-5050 福岡県久留米市東町４０－１３ニューフタマタ第１ビル５Ｆ

岡本篤剛 おかもとこども矯正歯科クリニック 0798-61-4018 兵庫県西宮市大社町１０－４５

河上智美 日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座 03-3261-5757 東京都千代田区富士見１－９－２０

仲野和彦 大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室 06-6879-2961 大阪府吹田市山田丘１－８
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