
JASD認定医名簿一覧（2023.4.11現在）

都道府県 氏名 勤務地 住所 電話番号 FAX番号

北海道 赤平亘彌 北恵庭駐屯地 医務室歯科 北海道恵庭市柏木町５３１ 0123-32-2101

額賀康之 額賀歯科医院 北海道函館市末広町４－２５ 0138-22-1667 0138-26-6667

望月岳志
ニセコ歯科 北海道虻田郡ニセコ町有島８－１３６ 0136-43-2225 0136-43-2226

森修二 森歯科医院 札幌市白石区川下２条４丁目 011-874-6481 011-874-6482

額賀英之 額賀歯科医院 北海道函館市末広町４－２５ 0138-22-1667 0138-26-6667

松田昌紀 松田歯科クリニック 北海道旭川市永山９条５丁目２－１ 0166-49-5573 0166-49-5574

谷内田渉
やちだ歯科クリニック

北海道札幌市北区百合が原９丁目１４

番２号
011-299-5838

金子知生 北海道大学病院高次口腔医療センター 北海道札幌市北区北１４条西５丁目 011-716-1161

白石典史
コープ歯科クリニック

北海道石狩市花川北3条3丁目9-2コー

プさっぽろいしかり店２Ｆ
0133-72-1182

山口敏樹 山口歯科医院 札幌市北区篠路8条6丁目13-18 011-774-6480 011-774-6484

神野由貴 医療法人社団札幌歯科口腔外科クリ

ニック

北海道札幌市厚別区厚別中央１条６丁

目３－１　ﾎｸﾉｰ新札幌ﾋﾞﾙ３Ｆ
011-801-1400 011-801-1404

諸岡亮 赤岩りょう歯科クリニック 北海道小樽市赤岩１－９－２８ 0134-23-8020 0134-23-8020

加藤久尚 加藤歯科 北海道空知郡南幌町中央4丁目5-7 011-378-1881 011-378-5455

青森

岩手
小林琢三

小林歯科医院
盛岡市菜園２丁目７－３３東カンジュ

ネラス菜園・公園通２Ｆ
019-654-1088 019-652-4466

鈴木俊一 小鳥沢歯科クリニック 岩手県盛岡市小鳥沢１－３４－１７ 019-664-1600 019-664-1601

宮城 佐藤武司 四郎丸・サトウ歯科 仙台市太白区四郎丸渡道１３－１ 022-242-6471 022-242-6482

雨宮悟志 自衛隊仙台病院診療科 宮城県仙台市宮城野区南目館１－１ 022-231-1111
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秋田

山形 齋藤裕太 さいとう歯科医院 山形県天童市高擶南２２９５－２ 023-655-7997 023-655-7999

福島

茨城 深谷聖 フカヤ歯科クリニック 茨城県水戸市河和田２－１４－１１ 029-257-8811 029-257-9811

栃木

群馬
片野勝司

片野歯科医院
群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉５１

２－３
0278-64-0413 0278-64-2049

埼玉
片山幸太郎 医療法人社団 新仁会小手指デンタルク

リニック
埼玉県所沢市小手指町５－７－１８ 04-2968-8241 04-2968-8243

糸賀裕 医療法人社団 新仁会小手指デンタルク

リニック
埼玉県所沢市小手指町５－７－１８ 04-2968-8241 04-2968-8243

安井利一 明海大学歯学部社会健康科学講座口腔

衛生学分野
埼玉県坂戸市けやき台１－１ 049-279-2786 049-286-2343

村井宏隆 フリージア歯科 埼玉県川越市吉田新町２－１７－１ 049-234-1447 049-298-3655

増田一生
医療法人 誠歯会マスダ歯科

埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３

５－１８
048-686-0088 048-686-0088

黒川勝英 黒川歯科医院 埼玉県所沢市東住吉５－１１

日野峻輔 埼玉医科大学総合医療センター歯科口

腔外科
埼玉県川越市鴨田１９８１ 049-228-3687

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

小林成人
なると歯科

埼玉県さいたま市南区白幡１－１２－

１３
048-678-7610 048-678-7611
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中村悟士 埼玉医科大学総合医療センター歯科口

腔外科
埼玉県川越市鴨田１９８１ 049-228-3687 049-228-3687

上野俊明 明海大学歯学部社会健康科学講座 ス

ポーツ歯学分野
埼玉県坂戸市けやき台１－１ 049-279-2781

三島攻
医療法人賢歯会 こばやし歯科

埼玉県さいたま市緑区東浦和5-10-2セ

ンターシティ東浦和
048-873-6874

千葉 石上惠一 東京歯科大学スポーツ歯学研究室 千葉県千葉市美浜区真砂１－２－２ 043-270-3608 043-270-3608

若見昌信 日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ

補綴学講座
千葉県松戸市栄町西２－８７０－１ 047-360-9435 047-360-9382

鈴木浩司 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学

講座
千葉県松戸市栄町西２－８７０－１ 047-360-9641 047-360-9615

川良美佐雄 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学

講座
千葉県松戸市栄町西２－８７０－１ 047-360-9614 047-360-9615

淺野隆 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学

分野
千葉県松戸市栄町西２－８７０－１ 047-360-9641 047-360-9615

勝谷七穂 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
千葉県松戸市栄町西２－８７０－１ 047-360-9641

東京
大山秀元

大山歯科
千代田区紀尾井町４－１ホテルニュー

オータニ内
03-3265-7587 03-3265-5228

武田友孝 東京歯科大学口腔健康科学講座スポー

ツ歯学研究室

東京都千代田区神田三崎町２－９－１

８
03-6380-9177 03-6380-9177

月村直樹 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座 東京都千代田区神田駿河台1-8-13 03-3219-8144 03-3219-8350
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中島一憲 東京歯科大学歯学部口腔健康科学講座

ｽﾎﾟｰﾂ歯学研究室

東京都千代田区神田三崎町２－９－１

８
03-6380-9177 03-6380-9348

磯山永次郎 磯山歯科 新宿区新宿２－６－５山本ビル２Ｆ 03-3354-6420 03-3354-6420

齋藤整
せいデンタルクリニック 新宿区四谷２－１４四谷小林ビル２Ｆ 03-3225-0881 03-3225-0881

本田雅彦 西日暮里歯科 東京都荒川区西日暮里１－３－６ 03-3891-1804

藤巻弘太郎
ぶばいオハナ歯科

東京都府中市分梅町１－３３－２０－

２Ｆ
042-407-4402

森文彦
森歯科医院

東京都大田区田園調布２－５０－１ヤ

マナカヤビル２０２
03-3722-0388 03-3722-0388

関根陽平
みはる矯正・歯科医院

東京都大田区北千束３－２５－１３－

２Ｆ
03-3728-3825 03-3728-3838

中禮宏 東京医科歯科大学病院スポーツ歯科外

来
東京都文京区湯島１－５－４５ 03-5803-5867 03-5803-5867

藤野祥子
乃木坂歯科クリニック

東京都港区赤坂９－５－２６パレ乃木

坂２０２
03-3404-9838 03-3404-9902

山崎豪
東京歯科大学スポーツ歯学研究室

東京都千代田区神田三崎町２－９－１

８
03-6380-9177 03-6380-9177

好士理恵子 久我山あおぞら歯科医院 東京都杉並区久我山４－４７－２０ 03-3331-7762

近藤圭祐 医療法人社団 東京巨樹の会東京品川病

院 歯科口腔外科
東京都品川区東大井６－３－２２

澁澤真美 東京歯科大学口腔健康科学講座スポー

ツ歯学研究室

東京都千代田区神田三崎町２－９－１

８
03-6380-9177 03-6380-9177
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石橋浩造
いしばし歯科医院

東京都小平市小川西町４－１５－８第

３アークビル１０３
042-348-3811 042-348-3811

中村陽介 医療法人社団 慶生会慶生会クリニック

歯科

東京都江戸川区東葛西６－２－７新店

ビル３Ｆ
03-3688-6181 03-3688-6520

山中拓人
山中歯科医院

東京都港区三田２－７－１２徳文堂ビ

ル１階
03-6381-7778

林海里 東京医科歯科大学口腔機能健康科学分

野 スポーツ歯科外来

東京都文京区湯島１－５－４５ １０号

館（総合教育研究棟）３Ｆ
03-5803-5867 03-5803-5867

芳賀秀郷 昭和大学歯科病院矯正歯科 東京都大田区北千束２－１－１ 03-3787-1151 03-3784-6641

田邊元 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研

究科スポーツ医歯学分野
東京都文京区湯島１－５－４５ 03-5803-5867 03-5803-5867

栗原嘉代子
エトアール歯科クリニック

東京都練馬区田柄２－４９－８エト

アール赤塚２Ｆ
03-5967-4182

高橋敏幸 澤田歯科医院 東京都町田市木曽東３－２０－１７ 042-791-2655

眞田淳太郎
日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座

東京都千代田区神田駿河台１－８－１

３
03-3219-8144 03-3219-8350

松田祐明
原歯科医院

東京都立川市柏町４－１５－１オーク

ビル3階
042-536-0875

西野仁泰 東京歯科大学水道橋病院 東京都 03-6380-9177

鈴木義弘
医療法人社団　眞慈会　鈴木歯科

東京都台東区東上野３－３５－１　鈴

木ビル2F
03-3832-1388 03-3839-8911

本吉美保
本吉歯科

東京都町田市森野１－１３－１４日本

生命ビル２Ｆ
042-729-1351
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大原庸子 下高井戸パール歯科クリニック・世田

谷

東京都世田谷区赤堤５－３２－２ー１

０１
03-5300-6480 03-5300-6481

神奈川 杉山義祥 医療法人社団祥豊会 杉山歯科医院 神奈川県横須賀市馬堀町2-2-31 046-844-3223 046-844-3225

木本一成 神奈川歯科大学歯学部社会歯科学系健

康科学講座口腔保健学分野
神奈川県横須賀市稲岡町８２ 046-822-8862 046-822-8862

品川隆 東京大学医学部口腔顎顔面外科・矯正

歯科

嶋村政博
シマムラ歯科

神奈川県大和市上和田９７９－１シル

バ－コーポ桜ヶ丘２Ｆ
046-267-2256 046-267-2798

柴田えり子 大澤歯科医院 神奈川県厚木市愛甲東１－１－３４ 046-228-1078 046-228-8333

安部圭祐
ラフランス歯科クリニック

神奈川県藤沢市白旗１－１－１コミー

湘南１Ｆ
0466-81-2050 0466-83-6199

柴田豊 大澤歯科医院 神奈川県厚木市愛甲東１－１－３４ 046-228-1078 046-228-8333

植木公一
ピーキッズ歯科

神奈川県横浜市鶴見区矢向５－３－２

３コイズミビル
045-580-7718 045-580-7982

竹村直美 尾﨑歯科医院 神奈川県座間市座間1-3207-8 046-251-1420 046-253-0464

新潟 宇野清博 日本歯科大学新潟病院総合診療科 新潟県新潟市中央区浜浦町１－８ 025-267-1500 025-267-1661

渥美陽二郎 日本歯科大学新潟病院訪問歯科口腔ケ

ア科
新潟県新潟市中央区浜浦町１－８ 025-267-1500

高橋睦 日本歯科大学新潟生命歯学部生理学講

座
新潟県新潟市中央区浜浦町１－８ 025-267-1500 025-267-1134

富山

石川 坂東陽月 ばんどう歯科医院 石川県金沢市横山町８－４７ 076-234-3777 076-234-3777
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福井 坂野正仁 ひの歯科クリニック 福井県越前市岩内町２－１－２ 0778-25-6480 0778-25-6464

山梨

長野 鷹股哲也 松本歯科大学総合診断科 長野県塩尻市広丘郷原１７８０ 0263-52-3100 0263-51-2155

岐阜 山内六男 朝日大学 岐阜県瑞穂市穂積１８５１ 058-329-1488 058-329-1488

都尾元宣 朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯

科補綴学分野
岐阜県瑞穂市穂積１８５１ 058-329-1109 058-329-1109

飯沼光生 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
岐阜県瑞穂市穂積１８５１－１ 058-329-1424 058-329-1493

渡邉一弘 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口

腔外科学分野
岐阜県瑞穂市穂積１８５１ 058-329-1472 058-329-1472

愛知 林良宣 林歯科医院 豊橋市柱九番町３１－１ 0532-48-1048 0532-48-8070

林万紀子 林歯科医院 愛知県豊橋市柱九番町３１－１ 0532-48-1048 0532-48-8070

根来武史
ＴＦ栄矯正歯科クリニック

愛知県名古屋市中区栄２－４－３ＴＦ

広小路本町ビル６Ｆ
052-219-8588 052-219-8583

平岡道郎
平岡歯科医院

愛知県名古屋市千種区猫洞通3-2-5Ｏ

Ｋハイツ１Ｆ
052-762-8211 052-762-8311

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
愛知県名古屋市千種区末盛通２－１１ 052-759-2154 052-759-2154

亀井俊雄 亀井歯科 名古屋市中区丸の内３－６－５ 052-961-6001 052-961-6110

安藤貴則 おろし歯科医院 愛知県一宮市柚木颪４９０ 0586-77-1411

三重 下里武巳 しもさと歯科クリニック 三重県多気郡明和町馬之上1181-1 0596-64-8212

滋賀
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京都
竹内正敏

タケウチ歯科診療所
京都府京都市伏見区向島四ツ谷池１４

－１９向島ニュータウン６－１棟
075-611-2681 075-611-2681

吉川栄博 栄歯科医院 京都市右京区西院東貝川町３６－２ 075-316-3918 075-316-3919

石橋淳 いしばし歯科クリニック 京都府京都市西京区桂上野南町８９ 075-381-1484 075-381-1488

木下智雄
きのした歯科医院 京都府京都市西京区大枝沓掛町９－９ 075-333-6296 075-754-7076

田村直也
田村歯科医院

京都府京都市右京区京北下弓削町狭間

谷１－２７
075-854-0963 075-852-0058

大阪 岡崎全宏 大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 06-6943-6521

前田芳信 医療法人 サラヤ健育会オーラルケアス

テーション本町歯科

大阪府大阪市中央区本町３－６－４本

町ガーデンシティ４Ｆ
06-7711-1418

前田憲昭 医療法人社団　皓歯会阪急グランドビ

ル診療所

大阪市北区角田町８－４７阪急グラン

ドビル２２Ｆ
06-6315-7500 06-6315-1930

今井敦子
いまい歯科

大阪府大阪市東住吉区西今川４－７－

６
06-6790-4455 06-6790-4455

楠本哲次 大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科 大阪府枚方市牧野本町１－４－４ 072-856-9961 072-856-2111

小西康三 小西デンタルクリニック 大阪府泉大津市東豊中町１－８－７ 0725-43-8055 0725-43-7055

木田正芳 木田歯科クリニック 大阪府豊中市利倉西２－１３－１ 06-6863-2215 06-6863-2215

竹内摂 竹内デンタルオフィス 大阪府岸和田市加守町１－４－２４ 072-423-4300 072-423-4310

谷本啓彰 大阪歯科大学附属病院歯科保存学講座 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 06-6910-1085 06-6910-1524

木下智 大阪歯科大学口腔外科学第1講座 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 06-6910-1076 06-6910-1028

吉川一志
大阪歯科大学歯科保存学講座

大阪府大阪市中央区大手前１－５－１

７
06-6910-1524 06-6910-1052
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洪里周作 こうり歯科クリニック 大阪府大阪市北区天神橋6-5-13 06-6314-6564 06-6314-6564

田中佑人
大阪歯科大学附属病院障がい者歯科

大阪府大阪市中央区大手前１丁目５－

１７
06-6910-1091

山﨑敏彦 山﨑歯科 大阪市旭区清水３－２１－１９ 06-6951-7044 06-6951-7044

門田秀隆
門田歯科クリニック

大阪府高槻市富田丘町３－１２佐竹ビ

ル２Ｆ
072-695-8148 072-695-8148

宮永裕彰
みやなが歯科こども歯科

大阪府豊中市服部元町２－４－２０

Reflet服部元町１Ｆ
06-6866-8230

池永英彰 大阪歯科大学口腔治療学講座 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 06-6910-1053 06-6910-1054

権田知也 大阪大学大学院歯学研究科有床義歯補

綴学・高齢者歯科学講座
大阪府吹田市山田丘１－８ 06-6879-2955 06-6879-2957

吉松昌之 吉松歯科医院 大阪府大阪市福島区吉野3-3-16 06-6464-4618 06-6465-6541

田中誠也
医療法人 栄功会田中歯科医院

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-10-4

エースビル３階Ａ号室
06-6241-6455 06-6241-6455

増田将也 増田歯科医院 大阪府東大阪市金岡１－２０－２４ 06-6721-3721 06-6721-3752

那須馨 那須歯科医院 大阪府吹田市朝日町１８－１２ 06-6319-2727 06-6381-4311

保尾謙三 大阪歯科大学歯科保存学講座 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 06-6910-1524 06-6910-1052

兵庫 尾上祐悦 尾上歯科クリニック 兵庫県芦屋市三条南町13-16-401 0797-38-9640 0797-38-9350

鈴田明彦 鈴田歯科クリニック 兵庫県神戸市灘区篠原南町3-7-13 078-801-7376 078-801-7376

梶間孝樹 梶間歯科医院 兵庫県宍粟市山崎町庄能３４１ 0790-62-5051 0790-62-7685

平田憲雄
平田歯科

兵庫県神戸市垂水区狩口台1-16-2ビエ

ラ明舞２Ｆ
078-782-9999 078-782-9999

奈良 石田純一 服部記念病院 歯科口腔外科 奈良県北葛城郡上牧町上牧４２４４ 0745-77-1333
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上田順宏 奈良県立医科大学附属病院口腔外科学

講座
奈良県橿原市四条町８４０ 0744-22-3051 0744-22-4121

福辻智 ふくつじ歯科医院 奈良県大和郡山市北郡山町６３－１ 0743-52-8850 0743-52-8850

和歌山 岩上好伸 岩上歯科医院 和歌山県田辺市あけぼの４４－１７ 0739-25-2418 0739-25-4839

鳥取

島根

岡山

広島 吉田結梨子 広島大学病院障害者歯科 広島県広島市南区霞１－２－３ 082-257-5555

生熊義正 生熊歯科 広島県庄原市東城町川東1429-1 08477-2-3283 08477-2-3380

岡田芳幸 広島大学病院障害者歯科 広島県広島市南区霞１－２－３ 082-257-5788 082-257-5789

山田庸二
山田歯科医院

広島県広島市中区国泰寺町１－３－１

２
082-244-5955 082-244-5988

西野宏 西野歯科医院 広島県廿日市市廿日市１－８－１８ 0829-31-5800 0829-31-5800

山口

徳島

香川 武部裕光 医療法人社団　武部歯科医院 香川県坂出市文京町１－２－１ 0877-46-1800 0877-44-2888

愛媛

高知 佐々木幸生 佐々木歯科診療所 高知県香美市香北町美良布1081-1 0887-59-2127 0887-59-2156

福岡 住吉周平 スミヨシ歯科口腔外科こども歯科 福岡県福岡市早良区祖原１６－８ 092-851-4178 092-851-4174

松村英尚 松村歯科医院 福岡県福岡市南区大池1-26-27 092-511-3243 092-511-3266

淵上雅登
ＳＡＴＡ歯科クリニック

福岡県福岡市城南区神松寺２－１７－

４－１Ｆ
092-874-8680 092-874-8680

花岡一誠 花岡歯科医院 福岡県福岡市中央区薬院3-7-19 092-521-0173 092-521-0178
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沖田直紀
大熊歯科医院

福岡県福岡市中央区赤坂2－3－13ＫＭ

原田ビル３Ｆ
092-736-5040

大木郷資 九州大学病院 福岡県 092-642-6435

佐賀 上田敏雄 上田歯科医院 佐賀県伊万里市大坪町丙２１１０ 0955-23-8185 0955-22-9771

長崎 神田亨 かんだ歯科 長崎県長崎市東町１９１４ 095-830-2030 095-837-1588

小川伸造 おがわ歯科医院 長崎県長崎市三和町５４１ 095-878-0039 095-878-0501

熊本
河野克明

河野歯科医院 熊本県熊本市南区川尻６－９－１０９ 096-357-9256 096-357-9256

大分
近藤剛史

タカサゴデンタルオフィス
大分県大分市高砂町１－５大川産婦人

科･小児科 高砂ビル７Ｆ
097-594-5004 097-594-5008

宮崎

鹿児島

沖縄 嘉手納一彦 那覇市健康部保健所 健康増進課 沖縄県那覇市与儀１－３－２１ 098-853-7961 098-853-7965

その他


