
東京
⽒名 診療所名 診療所所在地 診療所電話番号
岡⽥ 信夫 綾瀬⻭科医院 ⾜⽴区綾瀬3-22-13 03-3620-0418
千葉 栄⼀＊ ⼋千代⻭科クリニック ⾜⽴区梅⽥2-18-4 03-3840-8211
宇⽥川 源衛＊ 宇⽥川⻭科医院 ⾜⽴区江北3-22-9 03-5691-8148
⾼⽊ ⼀郎 医療法⼈社団 望洋会 ⾼⽊⻭科医院 ⾜⽴区千住緑町2-14-6 03-3882-3643
宇美 隆⽣ 宇美⻭科医院 板橋区⼤⾕⼝1-48-7 03-3956-6930
川本 善和 医療法⼈社団ユニバース アース⻭科クリニック 板橋区⼤和⽥町17-3 第1川井ビル1F 03-3579-6481
中島 純⼦＊ 東京都健康⻑寿医療センター研究所 社会科学系 板橋区栄町35-2 03-3964-1141
難波 錬久＊ 医療法⼈ひまわり会 伴⻭科診療所 板橋区桜川2-9-3 03-3932-3936
渡部 悠介 医療法⼈ひまわり会 伴⻭科診療所 板橋区桜川2-9-3 03-3932-3936
有輪 芳明＊ 有輪デンタルクリニック 板橋区蓮根2-31-26 近藤ビル2F 03-3960-8228
櫻井 薫＊ こばやし⻭科クリニック 江⼾川区中央4-11-8 03-3654-7567
⾺場 優也 船堀ガーデン⻭科・矯正⻭科 江⼾川区船堀3-16-5 03-6456-0372
千葉 浩志＊ チバ⻭科 江⼾川区南⼩岩8-11-8 03-3657-0568
関 雅寛＊ 東⻘梅⻭科医院 ⻘梅市東⻘梅1-2-5 東⻘梅センタービル2-4-Ｂ 0428-21-6480
寒河江 孝＊ 寒河江⻭科診療所 ⼤⽥区⼤森⻄7-5-10 03-5767-7170
⼭本 鉄雄＊ ⼭本⻭科医院 ⼤⽥区蒲⽥4-23-11 03-3738-5675
菅沼 岳史＊ 昭和⼤学⻭科病院 顎関節症治療科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151
⾺場 ⼀美＊ 昭和⼤学⻭科病院 補綴⻭科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151
岩佐 ⽂則＊ 昭和⼤学⻭科病院 補綴⻭科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151
池⾕ 賢⼆ 昭和⼤学⻭科病院 補綴⻭科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151
原 真央⼦ 昭和⼤学⻭科病院 補綴⻭科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151
浦野 絵⾥ 昭和⼤学⻭科病院 補綴⻭科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151
⾼場 雅之 昭和⼤学⻭科病院 補綴⻭科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151
下平 修＊ 昭和⼤学⻭科病院 ⾼齢者⻭科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151
佐藤 裕⼆＊ 昭和⼤学⻭科病院 ⾼齢者⻭科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151
北川 昇＊ 昭和⼤学⻭科病院 ⾼齢者⻭科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151
七⽥ 俊晴＊ 昭和⼤学⻭科病院 ⾼齢者⻭科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151（内236）
磯部 明夫 昭和⼤学⻭科病院 ⾼齢者⻭科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151
古屋 純⼀＊ 昭和⼤学⻭科病院 ⾼齢者⻭科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151
⽯浦 雄⼀＊ 昭和⼤学⻭科病院 インプラント⻭科 ⼤⽥区北千束2-1-1 03-3787-1151
鈴⽊ 司郎 鈴⽊⻭科医院 ⼤⽥区⼭王2-19-6 03-3777-5095
中⾥ 公昭 中⾥⻭科医院 国⽴市中2-3-20 042-576-0418
森⽥ 栄⼀ 森⽥⻭科医院 国⽴市北3-27-1 042-522-3588
富塚 健＊ 公益財団法⼈ がん研究会 有明病院⻭科 江東区有明3-8-31 03-3570-0292
久保 慶太郎 久保⻭科医院 江東区⼤島6-8-21 03-5626-2692
杉⼭ ⼀朗 スマイル⻭科クリニック 江東区⼤島9-4-1 ファミールハイツ113 03-5609-4182
⼤森 実＊ オーデンタルケアクリニック 江東区⻲⼾6-57-20 Fujisaki Kameido東⼝ビル2F 03-3681-8217
中澤 章＊ 中澤⻭科クリニック 江東区住吉2-25-2 03-3846-4618
照井 崇之 てるい⻭科クリニック 江東区南砂6-3-12 チャリオット南砂102 03-6666-0648
渡辺 丈紘 渡辺⻭科医院 江東区⽑利1-9-2 03-3632-5503
津江 明伸 津江⻭科医院 狛江市岩⼾北4-8-1 03-3480-2501
藤井 重壽＊ 藤井⻭科医院 品川区⼤崎1-6-4 新⼤崎勧業ビル2Ｆ 03-3779-9400
⼩林 茂之 ⼩林⻭科医院 品川区北品川2-22-10 03-3471-3326
船登 雅彦＊ 船登⻭科医院 品川区⼾越2-6-11 03-3781-3755
⼩澤 宏亮 オザデンタルクリニック 品川区⻄⼤井6-12-6 03-3773-4618
和栗 範幸＊ 和栗⻭科医院 品川区東中延2-10-18 03-5751-3284
⻑⽥ 博史 ナガタ⻭科医院 渋⾕区渋⾕2-11-1 03-3400-3555
⾼宮 紳⼀郎＊ ⾼宮⻭科医院 渋⾕区渋⾕2-22-7-403 03-3406-3677
⼤泉 誠＊ ⼤泉⻭科医院 渋⾕区渋⾕3-16-1-7F 03-5766-8770
服部 典⼦ 代々⽊デンタルクリニック 渋⾕区代々⽊1-38-4 ⽥中ビル3F 03-5333-1866
坂本 道世＊ 元代々⽊⻭科医院 渋⾕区元代々⽊町55-7 03-3485-4664
⽥中 章寛＊ 東京都⽴⼼⾝障害者⼝腔保健センター 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ8F・9F 03-3235-1141
濱野 裕＊ 第⼆浜野⻭科医院 新宿区北新宿1-1-11-2Ｆ 03-3366-0808
堀江 伸⾏＊ 慶応義塾⼤学病院 ⻭科・⼝腔外科 新宿区信濃町35 03-3353-1211
⻄⼭ 留美⼦ 慶応義塾⼤学病院 ⻭科・⼝腔外科 新宿区信濃町35
⼩槙 稚⼦ 柴⽥⻭科医院 新宿区⾼⽥⾺場4-28-17 03-3361-2447
⼩⽵ 雅⼈＊ ⾬森⻭科 新宿区⽮来町45 03-3268-7964
柳川 隆＊ 柳川⻭科医院 新宿区四⾕2-10 ⼋ッ橋ビル3Ｆ 03-3355-4500
中村 和夫＊ 若松⻭科医院 新宿区若松町29-7 オーシャンプラザ若松町1階 03-3207-6618
藤井 宏 藤井⻭科医院 新宿区早稲⽥町66 安商ビル2Ｆ 03-3208-4489
飯島 裕之＊ 飯島⻭科医院 杉並区荻窪3-14-6 03-3391-6400
松崎 ⽂頼 松崎⻭科医院 杉並区荻窪5-15-16-202 03-3393-0648
細⾒ 洋泰＊ 細⾒デンタルクリニック 杉並区上井草3-31-18 村野ビル3Ｆ 03-3397-0663
成⽥ 達哉 なりた⻭科クリニック 杉並区⾼円寺南1-6-6 03-6383-1818
濱 仁隆＊ 浜⻭科 杉並区⾼円寺南3-21-9 ⾼円寺シティハウス101 03-3312-1546



⽥中 秀享 浜⽥⼭パーク⻭科医院 杉並区浜⽥⼭3-24-5 03-3329-9231
島⽥ 和基＊ シマダ⻭科クリニック 墨⽥区押上1-24-1-1F 03-5608-4370
遠藤 憲史 遠藤⻭科医院 墨⽥区⽴花5-26-10 03-3618-3836
浜中 ⼀将 浜中⻭科クリニック 世⽥⾕区梅丘1-21-5 ⼟屋ビル3-1Ｆ
添⽥ 亮平 ルブア⻭科 世⽥⾕区梅ヶ丘1-34-3 ハウジング梅ヶ丘ビル1階 03-5799-6677
川井 善之＊ 川井⻭科医院 世⽥⾕区奥沢5-13-12 ペルシュ奥沢1F 03-5731-2155
⾏⽥ 克則 上北沢⻭科 世⽥⾕区上北沢3-17-6 七星ﾋﾞﾙ2F 03-3329-5068
⽯⽥ 和弘＊ ⽯⽥⻭科クリニック 世⽥⾕区上北沢4-15-2 ＫＴスクエア 2Ｆ 03-3302-8181
中野 幸夫＊ 中野⻭科医院 世⽥⾕区上⽤賀1-1-5 栄ビル1Ｆ 03-3700-6011
細⽥ 透＊ 細⽥⻭科医院 世⽥⾕区経堂2-4-2-202 03-3706-0055
宮坂 宗永＊ デンタルオフィス桜新町 世⽥⾕区桜新町2-9-6 BLOSSOM桜新町2F 03-5426-1211
野村 貴⽣＊ 野村⻭科医院 世⽥⾕区三軒茶屋1-36-14 03-3421-0800
埴 英郎 医療法⼈社団愛清愛⽣⻭科 世⽥⾕区代沢5-2-10 03-3414-7053
加藤 光雄＊ 加藤光雄⻭科診療室 世⽥⾕区代⽥1-1-5 03-5433-1586
⼭崎 彰啓 ⼭崎⻭科医院 世⽥⾕区代⽥1-33-12 03-3414-1490
⼩林 和弘＊ 新代⽥⼩林⻭科 世⽥⾕区代⽥5-28-6 武藤ビル1F 03-3413-4121
荒岡 万理 医療法⼈社団 桜宗会 ⼆⼦⽟川デンタルスタジオ 世⽥⾕区⽟川3-6-13-3F 03-5797-5250
松⽥ 哲治＊ 松⽥⻭科医院 世⽥⾕区中町4-38-14-1F 03-3701-1184
岩内 伸雄 オオタビル⻭科クリニック 世⽥⾕区船橋1-9-10 03-3420-3958
松村 光明＊ （医）優恒会 松村⻭科医院 世⽥⾕区南烏⼭4-12-8 新⽣堂ビル3F 03-3326-3362
⻄⼭ 弘崇 うらの⻭科 世⽥⾕区南烏⼭6-4-1 かどやビル2F 03-6909-0806
古屋 元之＊ 古屋⻭科クリニック 世⽥⾕区宮坂3-18-4 03-5450-4618
湯浅 慶⼀郎＊ 湯浅デンタルクリニック 世⽥⾕区⽤賀2-36-12-2Ｆ 03-5716-6081
藤関 雅嗣＊ 藤関⻭科医院 台東区浅草1-22-11 03-3841-8410
腰原 偉旦＊ 医療法⼈社団 恵愛会 腰原⻭科クリニック 台東区浅草橋1-9-12 浅草橋駅前ビル4F 03-3851-6408
松下 和夫＊ 松下⻭科医院 台東区上野2-11-6 ⿊澤ビル2F 03-3832-6566
冨⼭ 雅史 台東⻭科クリニック 台東区雷⾨2-11-8 03-3844-4180
⼤⾕ ⼀紀 ⼤⾕⻭科クリニック 台東区下⾕2-3-2 03-3871-1664
中野 正博＊ 中野⻭科クリニック 台東区柳橋1-23-3 IKビル4Ｆ 03-3862-6480
永⽥ 浩司＊ 永⽥⻭科医院 ⽴川市柏町3-1-1 042-536-4605
鈴⽊ 啓介 鈴⽊⻭科医院 ⽴川市柴崎町 ベルトリーサビル５階 042-522-2245
吉⽥ 浩⼀＊ 吉⽥デンタルクリニック 中央区京橋2-5-1 TCMビル5F 03-5524-7281
⼋川 昌⼈ ⼋川⻭科医院 中央区京橋2丁⽬11-5 パインセントラルビル8F 03-6263-2188
難波 郁雄＊ オーク銀座⻭科クリニック 中央区銀座3-7-2 オーク銀座3F 03-3535-8883
深⽔ 皓三＊ 銀座深⽔⻭科 中央区銀座5-6-6 フォトグビル4Ｆ 03-5537-7607
三井 安治 三井⻭科クリニック 中央区築地6-4-9 ⼤⻑ビル2Ｆ 03-3541-7186
⽊内 徹 東京実業健康保険組合診療所⻭科 中央区東⽇本橋3-10-4 03-3669-3866
⼤⾕ 和男＊ 東京実業健康保険組合診療所 中央区東⽇本橋3-10-4 03-3669-3866
佐々⽊ 眞澄＊ 医療法⼈社団 晨光会 ⽇本橋デンタルクリニック 中央区⽇本橋3-8-4 ⽇本橋さくら通りビル1F 03-3281-8049
加藤 均＊ 東京証券業健康保険組合診療所 中央区⽇本橋茅場町3-1-2 03-3668-3087
⼩宮⼭ 彌太郎＊ ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター 千代⽥区⼀番町27 開新堂ビル4Ｆ 03-5275-5766
⼾澤 有理恵 神⽥橋デンタルオフィス 千代⽥区内神⽥1-2-2 ⼩川ビル1F 03-5283-6533
⼄丸 貴史＊ ⽇⽐⾕公園前⻭科医院 千代⽥区内幸町2-2-2 富国⽣命ビルB1 03-5510-5550
平野 滋三＊ 医療法⼈社団 慈⻭会 神⽥駅前 平野⻭科クリニック 千代⽥区鍛冶町2-7-1 神⽥IKビル2F 03-6410-5155
佐藤 亨＊ 東京⻭科⼤学⽔道橋病院 ⾼度⻭科医療センター保存科・補綴科 千代⽥区神⽥三崎町2-9-18 03-3262-3425
⽥坂 彰規＊ 東京⻭科⼤学⽔道橋病院 ⾼度⻭科医療センター保存科・補綴科 千代⽥区神⽥三崎町2-9-18 03-3262-3425
⻯ 正⼤＊ 東京⻭科⼤学⽔道橋病院 ⾼度⻭科医療センター保存科・補綴科 千代⽥区神⽥三崎町2-9-18 03-3262-3425
⾼野 智史 東京⻭科⼤学⽔道橋病院 ⾼度⻭科医療センター保存科・補綴科 千代⽥区神⽥三崎町2-9-18 03-3262-3425
上⽥ 貴之＊ 東京⻭科⼤学⽔道橋病院 ⾼度⻭科医療センター補綴科 千代⽥区神⽥三崎町2-9-18 03-3262-3425
上窪 佑基 東京⻭科⼤学⽔道橋病院 補綴科 千代⽥区神⽥三崎町2-9-18 03-3262-3421
武⽥ 友孝＊ 東京⻭科⼤学⽔道橋病院 スポーツ⻭科 千代⽥区神⽥三崎町2-9-18 03-5275-1721
中島 ⼀憲＊ 東京⻭科⼤学⽔道橋病院 スポーツ⻭科 千代⽥区神⽥三崎町2-9-18 03-5275-1721
松崎 ⽂頼＊ 東京⻭科⼤学⽔道橋病院 ⼝腔インプラント科 千代⽥区神⽥三崎町2-9-18 03-5275-1760
⼭下 秀⼀郎＊ 東京⻭科⼤学⽔道橋病院 総合⻭科 千代⽥区神⽥三崎町2-9-18 03-5275-1721
関根 秀志＊ 東京⻭科⼤学 クラウンブリッジ補綴学講座 千代⽥区神⽥三崎町2-9-18 03-6380-9191
飯沼 利光＊ ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 総義⻭補綴科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13 03-3219-8080
李 淳 ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 総義⻭補綴科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13
永井 栄⼀＊ ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 局部床義⻭科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13 03-3219-8081
⼤⾕ 賢⼆＊ ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 局部床義⻭科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13 03-3219-8081
⽉村 直樹＊ ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 局部床義⻭科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13 03-3219-8081
豊間 均＊ ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 局部床義⻭科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13 03-3219-8081
⼤⼭ 哲⽣＊ ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 局部床義⻭科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13 03-3219-8080
中林 晋也 ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 局部床義⻭科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-14 03-3219-8080
松村 英雄＊ ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 クラウン・ブリッジ科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13 03-3219-8081
桟 淑⾏＊ ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 クラウン・ブリッジ科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13 03-3219-8081
萩原 芳幸＊ ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 クラウン・ブリッジ科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13 03-3219-8081
⼩峰 太＊ ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 クラウン・ブリッジ科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13 03-3219-8081



⼩泉 寛恭＊ ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 クラウン・ブリッジ科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13 03-3219-8081
橋⼝ 亜希⼦ ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 クラウン・ブリッジ科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13 03-3219-8081
古地 美佳＊ ⽇本⼤学⻭学部付属⻭科病院 総合診療科 千代⽥区神⽥駿河台1-8-13 03-3219-8080
⾕本 裕之 安井⻭科医院 千代⽥区神⽥駿河台2-2-5 井⼝ビル3F 03-5281-0469
野⼝ 正興＊ ノグチ⻭科医院 千代⽥区神⽥神保町1-41-1 三省堂第⼆ビル3Ｆ 03-3295-1727
武⽥ 孝之＊ 武⽥⻭科医院 千代⽥区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル2Ｆ 03-3237-5755
⽊村 博光 市ヶ⾕⻭科クリニック 千代⽥区九段南4-8-27 重盛ビル3Ｆ 03-3239-5055
島⽥ 淳＊ （医） グリーンデンタルクリニック 千代⽥区五番町5-6 ビラカーサ五番町1F 03-3261-0418
島⽥ 百⼦＊ （医） グリーンデンタルクリニック 千代⽥区五番町5-6 ビラカーサ五番町1F 03-3261-0418
柘植 琢磨 つげ⻭科五番町クリニック 千代⽥区五番町6-4-5F 03-6272-5818
志賀 博＊ ⽇本⻭科⼤学⽣命⻭学部 ⻭科補綴学第1講座 千代⽥区富⼠⾒1-9-20 03-3261-5729
⼭⽥ 眞理 ⽇本⻭科⼤学⽣命⻭学部 ⻭科補綴学第2講座 千代⽥区富⼠⾒1-9-20
⼩林 義典＊ ⽇本⻭科⼤学 千代⽥区富⼠⾒1-9-20 03-3261-5729
五味 治徳＊ ⽇本⻭科⼤学附属病院 総合診療科 千代⽥区富⼠⾒2-3-16 03-3261-5511
⽯⽥ 鉄光＊ ⽇本⻭科⼤学附属病院 総合診療科 千代⽥区富⼠⾒2-3-16 03-3261-5511
秋⼭ 仁志＊ ⽇本⻭科⼤学附属病院 総合診療科 千代⽥区富⼠⾒2-3-16 03-3261-5511
坂元 ⿇⾐⼦ ⽇本⻭科⼤学付属病院 総合診療科 千代⽥区富⼠⾒2-3-16 03-3261-5511
阿部 英⼆ ⽇本⻭科⼤学附属病院 千代⽥区富⼠⾒2-3-16 03-3261-5511
⽯川 恭敬 森末⻭科医院 調布市⾶⽥給1-23-11 itビル2F 042-489-9387
⻄村 克彦＊ ⻄村⻭科医院 調布市緑ヶ丘2-66-11 03-3305-6480
⼤道 英徳 ⼤道⻭科医院 豊島区池袋本町4-30-13 ＭＳビル1Ｆ 03-3980-0789
尾関 雅彦 巣鴨デンタルクリニック 豊島区巣鴨1-16-2 アーバンハイツ巣鴨B棟1階 03-3945-8211
細⽥ 裕 ほそだ⻭科 豊島区巣鴨3-16-2 03-3910-4182
仁村 秀由喜 仁村⻭科医院 豊島区⽬⽩3-16-1 03-3953-4827
古屋 克典＊ 新中野フルヤ⻭科 中野区本町4-30-16 ヴェルビュ新中野１F 03-6454-1014
浅野 澄明＊ 浅野⻭科医院 ⻄東京市ひばりが丘1-3-3 042-421-1868
壹岐 俊之 いき⻭科医院 練⾺区桜台4-4-5 03-3992-5316
永⽥ 和弘＊ 医療法⼈社団三⻭会 永⽥⻭科医院 練⾺区⽴野町14-21 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ吉祥寺北1Ｆ 03-3929-4181
蓮池 敏明＊ はすいけ⻭科医院 練⾺区富⼠⾒台4-44-2 03-3990-1188
佐⽥ ⼆三夫 佐⽥⻭科医院 練⾺区南⼤泉2-16-7 03-3924-3713
⻘ 藍⼀郎 あお⻭科 ⼋王⼦市打越町2013-1 第3⼩池ビル1階 042-638-0570
東條 敏明＊ 散⽥東條⻭科医院 ⼋王⼦市散⽥町2-45-2 0426-61-6490
⼤貫 昌理＊ ⼤貫⻭科医院 ⼋王⼦市東浅川町1028 042-669-7666
⼩奈 正弘 医療法⼈社団まる⻭ 秋津⻭科・矯正⻭科 東村⼭市秋津町5-13-5 042-398-4618
坪⽥ 有史＊ 坪⽥デンタルクリニック ⽂京区⼩⽇向4-7-14 03-6304-1511
⾕⽥部 優＊ 千駄⽊あおば⻭科 ⽂京区千駄⽊1-23-1 03-3823-8112
⾼橋 健⼆ たかはし⻭科医院 ⽂京区本駒込1-4-4 旭商店⽩⼭ビル2F 03-3947-8148
若林 則幸＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 回復系診療科 義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45
吉⽥ 惠⼀＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5744/5749
三浦 宏之＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45
⽔⼝ 俊介＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5744/5749
鈴⽊ 哲也＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5744/5749
笛⽊ 賢治＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5744
⾦澤 学＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45
佐藤 佑介＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5744
内⽥ 達郎 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5744/5749
上野 剛史＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5744/5749
和⽥ 淳⼀郎 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5744/5749
駒⽥ 亘＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5744
⾕⼝ 尚＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 顎義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5720
原⼝ 美穂⼦＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 顎義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5720
隅⽥ 由⾹＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 顎義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5720
村瀬 舞＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 顎義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5720
⼤⽊ 明⼦＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 顎義⻭外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5720
秀島 雅之 東京医科⻭科⼤学 快眠⻭科（いびき・無呼吸）外来 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-4955
岩城 ⿇⾐⼦＊ 東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院 ⻭科総合診療部 ⽂京区湯島1-5-45
南 ⼀郎＊ 東京医科⻭科⼤学 ⽂京区湯島1-5-45 03-5803-5744
平⽥ 正憲＊ 平⽥⻭科医院 府中市押⽴町1-3-22 内海押⽴ビル202 042-336-3681
佐藤 晃夫 佐藤⻭科医院 府中市⼋幡町1-3-8 042-369-0118
梅原 康佑 多摩府中うめはら⻭科 府中市⼋幡町1-4-7 parkN 1階 042-306-9877
鈴⽊ 章 モミの⽊⻭科クリニック 町⽥市⼤蔵町3175-1 042-737-3303
坪⽥ 健嗣＊ ⾚坂フォーラムデンタルクリニック 港区⾚坂7-5-34 ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ⾚坂ﾌｫｰﾗﾑ108 03-3585-8519
⽤丸 英則 東京スマイル⻭科 港区⿇布⼗番1-3-2 1Ｆ 03-5114-0040
菊⽥ ⼤⼠＊ ⿇布⼗番Ｄデンタルオフィス 港区⿇布⼗番1-4-7 ⿇布マスターズ2Ｆ 03-5545-8241
⾼⼭ 明男＊ 医療法⼈社団仁寿会 ⿇布⼗番デンタルクリニック 港区⿇布⼗番2-21-4 ローレル⿇布⼗番201号 03-3455-8687
安斎 隆＊ 安斎⻭科 港区港南2-16-3 品川ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ1Ｆ 03-6718-1782
脇 智典＊ ⿇布東京デンタルクリニック 港区南⿇布4-12-25 南⿇布セントレ7階 03-5422-7518



伊東 令華 けやき坂医科⻭科クリニック 港区元⿇布3-2-19 MOMONビル5F 03-6804-2211
内藤 順＊ 内藤⻭科医院 武蔵野市吉祥寺北町5-5-2 0422-53-6621
市川 弘道 チャーミーデンタルクリニック 武蔵野市吉祥寺本町1-13-1 ﾎﾞｱ・ｻﾝﾛｰﾄﾞﾋﾞﾙ2Ｆ 0422-22-5932
⾦原 ⼤輔 デンタルオフィスむさし村⼭・⻄東京ペリオインプラントセンター 武蔵村⼭市榎1-7-21 042-520-8199
⼩林 弘清＊ ⼩林こうせい⻭科クリニック ⽬⿊区五本⽊1-30-6-1F 03-3794-7595
岡根 秀明＊ 医療法⼈社団秀盛会 岡根⻭科医院 ⽬⿊区上⽬⿊3-2-1 明治⽣命中⽬⿊ビル 03-3793-1328
榎本 友彦＊ ⾃衛隊幹部学校基地医務室 ⽬⿊区中⽬⿊2-2-1 03-5721-7014（内）5283
仁村 秀由喜 駒場東⼤前⻭科 ⽬⿊区駒場1-31-3-1F 03-3469-0033
納⾕ ひろみ なや⻭科医院
⼭⽥ 淳 やまだ⻭科クリニック
⽥辺 直紀 03-3219-8166
安藤 秀⼆＊
池⽥ 浩⼦
伊藤 智加＊
⼩林 賢⼀＊
澁澤 真美＊
下⼭ 和弘＊
⾼橋 英和＊
⽵内 沙和⼦＊
吉川 明⽇⾹
＊：指導医


