
口腔がん検診医養成コース修了者
令和４年５月11日現在

氏名 診療所名 郵便番号 住所 電話番号
加藤　佳宏 ナイスデンタルクリニック 260-0855 千葉市中央区市場町２-１３ 043-201-7133
柳井　昌之 柳井歯科医院 260-0021 千葉市中央区新宿２－１２－７ 043-203-0418
石島　大暉 そがみなみ歯科クリニック 260-0842 千葉市中央区南町３－１６－２６　マルエツ蘇我南町店２F 043-208-6480
関口　謙介 医療法人社団白央会 ホワイトデンタルクリニック 260-0842 千葉市中央区南町２－５－１０ 043-209-2121
浅井　澄人 小林歯科医院 260-0015 千葉市中央区富士見２－２５－１　ショッピングセンター内 043-222-4814
喜多詰　規雄 喜多詰歯科診療所 260-0016 千葉市中央区栄町４０－１３ 043-222-5448
井上　裕美子 医療法人社団聖裕会　井上歯科 260-0015 千葉市中央区富士見２－３－１　塚本大千葉ビル５Ｆ 043-222-7000
宮下　健吾 宮下歯科 260-0013 千葉市中央区中央３－１８－６　なかはらビル５Ｆ 043-222-7759
藤本　俊男 医療法人社団輝　藤本歯科長洲医院 260-0854 千葉市中央区長洲２－２０－１７ 043-225-2030
濱野　英也 濱野歯科医院 260-0012 千葉市中央区本町３－２－７ 043-227-4922
小峯　久直 医療法人社団佑峯会　小峯歯科医院 260-0034 千葉市中央区汐見丘町９－１７ 043-241-2515
坂口　豊 坂口歯科医院 260-0033 千葉市中央区春日１－２０－５ 043-242-5076
林　良憲 医療法人社団ともしび会　MFデンタルクリニック 260-0021 千葉市中央区新宿２－１０－２　MF１０ビル２F 043-247-1021
花澤　由美 医療法人社団尚歯会　千葉ＥＳ歯科医院 260-0045 千葉市中央区弁天１－１－３　鈴木ビル４Ｆ 043-251-4182
甲田　寿美子 弁天歯科クリニック 260-0045 千葉市中央区弁天１－２－３　ＫＭビル６Ｆ 043-285-0230
新井　康仁 新井歯科クリニック 260-0045 千葉市中央区弁天１－１０－３　白樺フラッツ１階 043-255-0709
星野　浩之 星野歯科クリニック 260-0042 千葉市中央区椿森２－４－３ 043-251-4524
高原　正明 高原歯科医院 260-0808 千葉市中央区星久喜町１１６２－１６ 043-261-3762
木村　弘文 コスモ歯科医院 260-0834 千葉市中央区今井１－２３－１０　コスモ１５ビル２Ｆ 043-266-2888
都丸　誠 そがさくら歯科 260-0805 千葉市中央区宮崎町７３１－１－１０３ 043-268-0345
藤岡　隼 医療法人社団ちばの杜　デンタルクリニックＴＭＰ 260-0854 千葉市中央区長洲１－２９－３　プレジール本千葉３Ｆ 043-307-8585
小林　大介 医療法人社団祐一会　そが駅前歯科医院 260-0842 千葉市中央区南町２－９－４　マルエイ第６ビル４Ｆ 043-308-8802
鄭　寛 医療法人社団愛和会　アイボリー歯科医院 260-0044 千葉市中央区松波４－２０－１２ 043-287-0538
倉沢　良典 倉沢歯科クリニック 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東２－２－１１ 043-246-2211
洞口　佑希 鈴木歯科医院 263-0043 千葉市稲毛区小仲台２－５－３ 043-255-8847
北野　祥真 鈴木歯科医院 263-0043 千葉市稲毛区小中台２－５－３ ６F 043-255-8847
三浦　隆徳 三浦歯科医院 263-0044 千葉市稲毛区小中台町１３４１－１　中村ビル３０２ 043-256-6565
三浦　順子 三浦歯科医院 263-0001 千葉市稲毛区小中台町１３４１－１　中村ビル３０２ 043-256-6565
三田　肇 三田歯科医院 263-0051 千葉市稲毛区園生町１４６－７ 043-284-8484
北野　泰史 北野歯科医院 263-0054 千葉市稲毛区宮野木町９９５－２９ 043-285-2626
川手　鮎美 川崎歯科医院 262-0032 千葉市花見川区幕張町６－２７３ 043-272-8656
百束　はるか 医療法人社団尚遥会　百束小児歯科医院 262-0025 千葉市花見川区花園２－１２－９ 043-273-8343
伊藤　博志 ６丁目いとう歯科 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷６－２５－５ 043-274-0590
伊藤　伸泰 6丁目いとう歯科 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷６－２５－５ 043-274-0590
大橋　義昌 大橋歯科クリニック 262-0032 千葉市花見川区幕張町５－４１７－２８１　第８マチイビル２Ｆ 043-275-2882
石川　史子 石川デンタルクリニック 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷７－４１－９ 043-275-7565
中村　誠二 中村歯科医院 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷１－３－６　市原第一ビル２０１ 043-275-8900
加藤　誉之 医療法人社団康進会　たかデンタルクリニック 262-0025 千葉市花見川区花園１－２１－１１　１Ｆ 043-276-8110
林田　耕治 はやしだデンタルクリニック 262-0025 千葉市花見川区花園１－８－２０　第２花園ビル２Ｆ 043-205-4118
菅　眞男 あすか歯科医院 262-0026 千葉市花見川区瑞穂３－１－１ 043-350-0120
三浦　和成 三浦歯科医院 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷１－１１－２　ワコービル３０１ 043-297-2552
二村　友規 ふたむら歯科クリニック 262-0018 千葉市花見川区畑町５９９－１３ 043-307-6390
菅谷　充男 すがや歯科クリニック 262-0005 千葉市花見川区こてはし台６－１７－８ 043-286-3833
丸山　勤 ジャスミン歯科クリニック 261-0001 千葉市美浜区幸町２－１７－１－１０１ 043-204-5648
高橋　正明 高橋歯科医院 261-0012 千葉市美浜区磯辺７－１７－１５ 043-278-4182
外木　徳子 医療法人社団守徳会　とのぎ小児歯科 261-0012 千葉市美浜区磯辺４－１５－２５ 043-278-5241
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堀川　早苗 おだか小児歯科 261-0026 千葉市美浜区幕張西２－７－１６　ＣＵＢＥリノベーションビル１Ｆ 043-441-3786
酒巻　裕之 千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科 261-0014 千葉市美浜区若葉２－１０－１ 043-296-2000
若林　学 若林歯科クリニック 261-0001 千葉市美浜区幸町１－２－２　桑田ビル１階 043-301-6715
岡崎　賢治 岡崎歯科医院 264-0025 千葉市若葉区都賀3-9-1　都賀M3ビル1階B-2 043-231-8194
大林　英美 大林歯科 264-0004 千葉市若葉区千城台西１－３６－１ 043-237-1055
氏家　照幸 氏家歯科医院 266-0031 千葉市緑区おゆみ野４－３９－２ 043-292-6474
吉本　彰宏 医療法人社団彰美会　吉本矯正歯科 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央６－１４－８ 043-292-6480
山本　瑞穂 医療法人社団晃成会　みずほの森歯科 266-0031 千葉市緑区おゆみ野４－２３－１ 043-312-2323
増田　和人 増田歯科医院 289-2705 旭市飯岡１９８０ 0479-57-3224
神原　重見 神原歯科医院 289-2705 旭市飯岡２０９７ 0479-57-3384
越川　眞明 越川歯科医院 289-2505 旭市鎌数４４５８－５ 0479-62-2076
菅谷　博 菅谷歯科医院 289-2516 旭市ロの９４３－２ 0479-63-7324
村井　明彦 医療法人社団　明歯会　村井歯科医院 283-0003 東金市道庭９２３－１ 0475-50-2008
井合　雅彦 いごう歯科医院 283-0005 東金市田間２２６４ 0475-50-2323
勝田　康晴 勝田歯科医院 283-0005 東金市田間２１８２ 0475-52-3360
山田　章雄 医療法人社団相佑会　山田歯科クリニック 283-0066 東金市南上宿１９－２４ 0475-55-5522
大塚　孝也 大塚歯科医院 299-3202 大網白里市南今泉１９４７ 0475-77-4969
山本　雄輔 みどりが丘歯科医院 299-3255 大網白里市みどりが丘１－１０－７ 0475-86-7701
堀角　達朗 ほりずみ歯科医院 289-1312 山武市柴原１４３－５ 0475-82-7316
真壁　洋平 真壁歯科医院 289-1527 山武市松尾町大堤１６－１ 0479-86-5137
江波戸　正順 城之内歯科医院 289-1732 山武郡横芝光町横芝１５５３－１０ 0479-82-2772
小関　徹 城之内歯科医院 289-1732 山武郡横芝光町横芝１５５３－１０ 0479-82-2772
國松　禎一 医療法人社団瞭成会　あまが台歯科クリニック 297-0012 茂原市六ツ野２５９６－２ 0475-20-0177
石井　治仲 医療法人社団　石井歯科 297-0021 茂原市高師町２－１４－３ 0475-22-2054
木村　博幸 木村歯科医院 297-0032 茂原市東茂原３１６ 0475-22-3717
木村　清子 木村歯科医院 297-0026 茂原市茂原３１６ 0475-22-3717
名倉　俊之 名倉歯科医院 297-0029 茂原市高師８４５ 0475-22-3782
関　幸夫 関歯科医院 297-0029 茂原市高師４１３－３８ 0475-23-8781
山田　千晴 山田歯科医院 297-0024 茂原市八千代１－９－１６ 0475-24-8811
須田　康 医療法人社団 剛裕会 須田外科・歯科医院 297-0029 茂原市高師２２０８－３ 0475-26-5585
小倉　基 茂原機能クリニック歯科センター歯科口腔外科 297-0012 茂原市六ツ野１８３４－１ 0475-27-3118
石川　直人 石川歯科医院 297-0015 茂原市東部台３－３－７ 0475-27-3232
道脇　愛美 道脇歯科医院 297-0121 長生郡長南町長南２５７８ 0475-46-0058
中島　暢 なかじま歯科医院 290-0037 市原市飯沼１３０ 0436-20-2266
稲葉　洋 稲葉歯科医院 290-0038 市原市五井西４－２５－９ 0436-21-1140
齋藤　裕香 稲葉歯科医院 290-0038 市原市五井西４－２５－９ 0436-21-1140
宮吉　正人 医療法人社団正聖会　宮吉歯科若葉診療所 290-0056 市原市五井６２４５－４ 0436-22-5200
石渡　純也 医療法人社団志領会　石渡歯科医院 290-0023 市原市惣社１－３－１３ 0436-22-8800
岡本　芳敬 岡本歯科医院 290-0081 市原市五井中央西１－１８－５　ヴェラハイツ五井第３　１０８号 0436-24-1184
佐藤　由信 佐藤歯科医院 290-0081 市原市五井中央西２－１４－３　プロント１－Ｄ 0436-25-6818
豊田　博志 ユタカ歯科 290-0255 市原市光風台１－５ 0436-36-4618
横田　哲史 よこた歯科・矯正歯科クリニック 290-0142 市原市ちはら台南３－２１ 0436-37-3037
栗山　徹也 ポプラ歯科クリニック 290-0062 市原市八幡６８７－２０ 0436-41-0303
鈴木　哲夫 片倉歯科市原診療所 290-0062 市原市八幡１２４５－６ 0436-41-1184
遠藤　情 グリーン歯科医院 290-0008 市原市古市場字田中後３１９－９ 0436-41-6447
松尾　好 まつお歯科クリニック 290-0011 市原市能満３１５－７ 0436-42-2332



口腔がん検診医養成コース修了者
令和４年５月11日現在

氏名 診療所名 郵便番号 住所 電話番号
松尾　美代子 まつお歯科クリニック 290-0011 市原市能満３１５－７ 0436-42-2332
長野　高志 長野歯科医院 290-0142 市原市ちはら台南５－５－４ 0436-52-4180
洪　良基 よしき歯科医院 299-0125 市原市有秋台西１－６－１０ 0436-60-6480
西牧　佳明 にしまき歯科医院 299-0116 市原市迎田８８ 0436-61-4040
小泉　真子 小泉歯科医院 299-0110 市原市姉崎東三丁目１番地３　小泉ビル２階 0436-62-8241
水田　茂 医療法人社団惠葉会　アップル歯科 299-0111 市原市姉崎２５６８－６ 0436-63-0118
水田　豪 医療法人社団恵葉会　アップル歯科 299-0111 市原市姉崎２５６８－６ 0436-63-0118
佐久間　尚志 医療法人社団青藍会　デンタルクリニック　ララ 290-0025 市原市加茂２－１－２１ 0436-67-0950
佐久間　博史 佐久間歯科医院 290-0003 市原市辰巳台東２－１０－１５ 0436-74-4968
鹿島　宗幹 医療法人社団身斉会　能満歯科 290-0011 市原市能満１８５１－１ 0436-75-0788
土橋　信男 ちはら台歯科クリニック 290-0142 市原市ちはら台南２－２１－１６ 0436-75-6480
渡部　聡明 おおまや歯科医院 290-0002 市原市大厩１８２８－１１ 0436-75-8282
鈴木　健彦 大和歯科医院 292-0057 木更津市東中央２ー３ー２０ 0438-22-4181
市川 　芽 市川歯科医院 292-0044 木更津市太田３－３－７ 0438-23-6591
小松　利典 医療法人社団松青会　小松歯科クリニック 292-0804 木更津市文京５－１－７ 0438-23-8418
山口　究 山口歯科医院 292-0056 木更津市木更津２－９－１３ 0438-23-8848
釼持　恒 けんもつ歯科医院 292-0804 木更津市文京２－２－５ 0438-25-3010
山口　雄太 太田歯科診療所 292-0044 木更津市太田２－１４－１０ 0438-25-7066
勝見　雅也 医療法人社団高雅会　畑沢南歯科クリニック 292-0826 木更津市畑沢南６－１－３ 0438-30-7007
須藤　正明 須藤歯科医院 292-0826 木更津市畑沢南４－１３－１５ 0438-36-0089
伏居　教男 ふしい歯科医院 292-0823 木更津市桜井新町５－２－１４ 0438-36-3040
古谷　隆則 ふるや歯科医院 292-0806 木更津市請西東６－１０－６ 0438-36-4970
山下　博 医療法人社団裕博会　やましたデンタルクリニック 292-0807 木更津市請西南３－２－１ 0438-36-6455
中谷　一空 木更津きらら歯科 292-0835 木更津市築地１－４　イオンモール２階 0438-37-6487
玉利　彰良 医療法人社団玉歯会　あきよし歯科医院 292-0807 木更津市請西南２－２４－１ 0438-38-3388
成川　芳明 医療法人社団芳明会　なるかわ歯科医院 292-0015 木更津市本郷１－２７７０　三浦ビル２F　A・B号 0438-40-1118
松清　均 松清歯科医院 292-0042 木更津市清見台南１－９－７ 0438-98-1818
山中　太郎 医療法人社団ＭＭＴ　長浦マリン歯科 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前６－１８－５ 0438-60-8070
藤田　瑞葉 医療法人社団ＭＭＴ　長浦マリン歯科 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前６－１８－５ 0438-60-8070
小林　将大 医療法人社団ＭＭＴ　長浦マリン歯科 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前６－１８－５ 0438-60-8070
青木　浩芳 医療法人社団盛陵会　かんのう歯科クリニック 299-0257 袖ケ浦市神納２－１４－１８ 0438-63-0073
飯島　なおみ 医療法人社団アイ・ティー 299-0261 袖ケ浦市福王台２－１３－５ 0438-63-7458
渡辺　栄一 俵田わたなべ歯科 292-0455 君津市俵田７２２－５ 0439-35-3337
大野　清美 おおの歯科医院 299-1162 君津市南子安４－８－６ 0439-54-8211
高橋　晃 あきら歯科クリニック 299-1152 君津市久保２－２－３ 0439-55-8841
佐久間　宣行 佐久間歯科医院 299-1144 君津市東坂田１－５－２３ 0439-55-6655
重田　吉美 よしみ歯科クリニック 299-1603 富津市更和１１－１ 0439-29-7040
柳川　剛 医療法人社団一桃会　やながわ歯科医院 293-0036 富津市千種新田１６－２２ 0439-80-5577
水町　裕義 水町歯科医院 293-0005 富津市上飯野１６９１ 0439-87-3366
熊切　篤 医療法人社団慶山会　熊切歯科医院 293-0001 富津市大堀１８３０ 0439-87-6480
間瀬　慎一郎 医療法人社団幸陽会　間瀬デンタルクリニック 293-0001 富津市大堀２－１６－１０ 0439-87-8211
丸山　慶一郎 医療法人社団幸陽会　間瀬デンタルクリニック 293-0001 富津市大堀２－１６－１０ 0439-87-8211
友田　航輔 医療法人社団幸陽会　間瀬デンタルクリニック 293-0001 富津市大堀２－１６－１０ 0439-87-8211
藤本　奈津美 医療法人社団幸陽会　間瀬デンタルクリニック 293-0001 富津市大堀２－１６－１０ 0439-87-8211
太田　雅文 医療法人社団雅会　太田歯科医院 294-0045 館山市北条１１４１ 0470-22-7171
鈴木　美宏 観音寺歯科診療所 294-0045 館山市北条２１９８－１２ 0470-23-5050
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小林　秀幸 小林歯科医院 295-0004 南房総市千倉町瀬戸２３７４ 0470-44-2374
池田　俊樹 いけだ歯科医院 299-2117 安房郡鋸南町勝山４３４ 0470-55-1919
平野　正美 鴨川市立国保病院 296-0112 鴨川市宮山２３３ 04-7097-1222
藤倉　國尚 医療法人鉄蕉会亀田総合病院　歯科センター 296-8602 鴨川市東町９２９番地 04-7099-1118
吉野　敏明 吉野歯科医院 299-5103 夷隅郡御宿町新町７４８ 0470-68-2756
若菜　康弘 若菜歯科医院 298-0216 夷隅郡大多喜町大多喜２４８ 0470-82-2918
吉田　繁樹 吉田歯科医院 299-4616 いすみ市岬町長者２２１ 0470-87-5213
高梨　聖敏 医療法人社団薫聖会　高梨歯科医院 299-5225 勝浦市墨名７８１－７ 0470-73-1051
役山　比登志 やくやま歯科 277-0831 柏市根戸３８６－１ 04-7133-1184

医療法人社団ＮＴＭ　ららぽーと柏の葉歯科クリニック 277-8518 柏市若柴１７５　ららぽーと柏の葉３F 04-7135-0896
村中　麻生 医療法人社団美生会　モラージュ柏デンタルクリニック 277-0837 柏市大山台２－３－１　モラージュ柏２階　２１３ 04-7137-6001
大河原　伸浩 大河原歯科クリニック 277-0855 柏市南柏１－２－２　中村ビル４Ｆ 04-7144-0896
黒滝　義之 黒滝歯科 277-0851 柏市向原町１－１１ 04-7144-0911
大越　誠貴 医療法人社団Ａ．ＯＤＣ　大越歯科クリニック 277-0843 柏市明原３－４－１７ 04-7145-8222
釜崎　直人 釜崎歯科医院 277-0872 柏市十余二２４９－２３１ 04-7147-4433
山口　進也 山口歯科医院 277-0852 柏市旭町１－９－１４ 04-7147-6765
吉成　悠紀 吉成歯科クリニック 277-0082 柏市緑ヶ丘１２－３３ 04-7167-4618
増田　明 にじの街歯科 277-0861 柏市高田１２８４－３ 04-7168-0648
加文字　幸雄 加文字歯科医院 277-0042 柏市逆井４－７－１３ 04-7174-1925
長島　郁乃 ナガシマ歯科医院 277-0074 柏市今谷上町４３ー５２ 04-7174-2265
金剛寺　高宏 金剛寺歯科クリニック 277-0052 柏市増尾台３－８－３４ 04-7175-8811
鶴田　正 柏クレイン総合歯科 277-0855 柏市南柏１－１２－３ 04-7186-6610
松岡　政之 石戸歯科医院 277-0902 柏市大井８４３－２ 04-7191-6903
山本　明 医療法人社団誠明会ＡＣＴデンタルクリニック 277-0855 柏市南柏１－５－１　トレランス１Ｆ 04-7192-7030
岸田　真太郎 よつば歯科 277-0945 柏市しいの木台５－２５－１８ 047-394-4180
宮　忠仁 白須賀歯科クリニック 270-0115 流山市江戸川台西１－８９－１ 04-7152-1355
寺沼　浩 医療法人則仁会　寺沼歯科診療所 270-0115 流山市江戸川台西２－１４１ 04-7154-8264
武田　俊哉 西平井デンタルクリニック 270-0156 流山市西平井３－９－５ 04-7157-0178
柄澤　健介 からさわ歯科 270-0139 流山市おおたかの森南１丁目６番地の１０　フォレットおおたかＣ 04-7157-1302
橘　子寛 たちばな歯科医院 270-0163 流山市南流山１－１－１５　グローリアパレス壱番館１０１ 04-7158-2922
長濱　英嗣 にじいろ歯科クリニック 270-0164 流山市大字流山２５７５番地　（木Ｂ１０１街区７） 04-7159-1818
齋藤　綾一朗 医療法人社団留佳会　斉藤歯科医院 270-0163 流山市南流山１－２３－１０ 04-7159-8145
中久木　典子 中村歯科クリニック 270-0164 流山市流山６－８００－２０ 04-7159-8182
齊藤　大 おおたかの森歯科クリニック 270-0138 流山市おおたかの森東１－２－１　ライフガーデン４Ｆ 04-7178-3111
東　洋平 ひがしデンタルクリニック 270-0128 流山市おおたかの森西２丁目１－３　Villa Est １Ｆ 04-7178-7888
田口　修一郎 南流山プラネット歯科クリニック 270-0163 流山市南流山６－３３－４ 04-7197-6629
神山　洋介 医療法人社団天龍人会　なかむら歯科 270-1166 我孫子市我孫子４－２－１２ 04-7185-1235
影山　龍市 なかむら歯科 270-1166 我孫子市我孫子４－２－１２ 04-7185-1235
神山　美穂 なかむら歯科 270-1166 我孫子市我孫子４－２－１２ 04-7185-1235
荒井　英徳 アライ歯科クリニック 270-1151 我孫子市本町２－４－１５　弥生ビル２Ｆ 04-7186-0802
波木　英樹 カノンデンタルクリニック 275-0011 習志野市大久保１－２３－１　雷門ビル２Ｆ 047-403-3304
渡邉　洋次 わたなべ歯科医院 275-0022 習志野市香澄６－１６－１ 047-451-2654
清水　勝治 清水歯科クリニック 275-0014 習志野市鷺沼２－９－３９ 047-452-1118
砂川　稔 医療法人社団日恵会　砂川歯科袖ケ浦医院 275-0026 習志野市谷津２－３－１ 047-453-6611
杉山　大仁 杉山歯科医院 275-0014 習志野市鷺沼５－６－１２ 047-454-2042
大村　直子 柳町歯科医院 275-0017 習志野市藤崎６－１－２ 047-472-8728
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橋本　弘幸 医療法人社団豊英会　橋本歯科医院 275-0012 習志野市本大久保４－１４－１０ 047-475-5258
杉山　陽子 医療法人思誠会勝田台病院付属　勝田台歯科クリニック 276-0023 八千代市勝田台３－４１－１ 047-405-6480
大八木　章好 医療法人社団竹友会　公園都市プラザ　わかば歯科 276-0049 八千代市緑が丘１－１－１　公園都市プラザ　１Ｆ 047-409-7809
佐藤　輝重 フレッシュタウン歯科クリニック 276-0044 八千代市萱田町５４０－４２ 047-450-5918
鷺　二郎 鷺歯科医院 276-0049 八千代市緑が丘２－３１－１ 047-458-2010
大木　志朗 医療法人社団志由会　マイ歯科医院 276-0046 八千代市大和田新田７５８－１ 047-459-3444
高峰　弘二 医療法人社団　たかみね歯科医院 276-0036 八千代市高津８５０－１５２ 047-459-5948
福林　勇一郎 ハミング歯科医院 276-0046 八千代市大和田新田３５４－２０３ 047-459-7706
福林　千恵子 ハミング歯科医院 276-0046 八千代市大和田新田３５４－２０３ 047-459-7706
高峰　正一 医療法人社団祐文会　高峰歯科医院 276-0042 八千代市ゆりのき台１－３７ 047-482-5905
高峰　祐志 医療法人社団祐文会　高峰歯科医院 276-0042 八千代市ゆりのき台１－３７ 047-482-5905
森　宏樹 森歯科クリニック 276-0031 八千代市八千代台北１２－１－１３ 047-483-3000
小松　修 小松歯科医院 276-0045 八千代市大和田９２０－２ 047-483-4700
鈴木　英明 鈴木歯科医院 276-0032 八千代市八千代台東１－３９－１０ 047-484-0474
杉山　修平 医療法人社団清泉会　杉山歯科医院 276-0027 八千代市村上団地１－５３ 047-484-8640
柴﨑　聡 柴﨑歯科医院 276-0042 八千代市ゆりのき台３－３－１　プレルディオ２階 047-485-4682
渡邉　雅信 渡辺歯科医院 276-0032 八千代市八千代台東１－６－８ 047-485-6066
池田　豊 むらかみだい歯科医院 276-0028 八千代市村上１９０２－４４　スカイハイツ１Ｆ 047-485-8871
古屋　浩 八千代歯科クリニック 276-0031 八千代市八千代台北５－３－１７ 047-486-0479
鋤柄　好伸 すきがら歯科医院 276-0020 八千代市勝田台北３丁目６番２２号 047-486-1182
上原　和美 上原歯科口腔外科医院 276-0031 八千代市八千代台北５－１－１３ 047-486-4182
中澤　正博 中澤歯科 276-0033 八千代市八千代台南１－１３－１ 047-486-6161
平出　功 ゆりのき台歯科クリニック 276-0042 八千代市ゆりのき台４－２０－５ 047-486-8181
河田　政昭 河田歯科クリニック 276-0032 八千代市八千代台東４－７－２２ 047-486-8601
高橋　淳一 医療法人社団鶴亀会　高橋歯科 276-0028 八千代市村上２０９１－１０　黒沢池ビル１Ｆ 047-486-9755
庄司　晃 庄司歯科クリニック 276-0023 八千代市勝田台５－３０－８ 047-487-4487
大川　勝紀 おおかわ歯科クリニック 276-0023 八千代市勝田台１－３７－７ 047-751-6480
久後　佑介 医療法人社団ウィズダム　新浦安ブライト歯科 279-0014 浦安市明海４－１－１　ニューコースト新浦安３Ｆ３２５ 047-303-3012
内田　治雄 医療法人社団雄伸会　うちだ歯科医院 279-0043 浦安市富士見４－３－２４　ノビリス浦安１Ｆ 047-305-1184
芳賀　尚子 医療法人社団弘愛会　舞浜ガーデンヒルズ歯科 279-0043 浦安市富士見３－１１－１　舞浜ガーデンヒルズ１Ｆ 047-306-6480
板野　賢 医療法人社団賢歯会　わかば歯科クリニック 279-0041 浦安市堀江１－１０－１４　第２角万ビル２Ｆ 047-350-3718
樋口　文雄 樋口歯科医院 279-0021 浦安市富岡３－２－５ 047-350-5222
小田　誠 おだ歯科医院 279-0041 浦安市堀江２－１３－１ 047-351-3589
前田　由紀恵 小山歯科医院 279-0011 浦安市美浜３－２５－２０ 047-353-6611
平　健人 医療法人社団星陵会　オーラルケア浦安歯科・小児歯科・矯正歯科279-0042 浦安市東野３－４－１　アクロスプラザ浦安東野２Ｆ 047-354-0025
森　亮介 医療法人社団不二見会ふじみ歯科医院浦安診療所 279-0022 浦安市今川１－４－５４ 047-354-5151
市川　勝一 市川歯科クリニック 279-0003 浦安市海楽２－１２－４ 047-355-2211
指田　勝美 さしだ歯科医院 279-0041 浦安市堀江３－２７－１ 047-380-1888
大塚　玲子 医療法人社団玲仁会　みさき歯科医院 279-0001 浦安市当代島１－６－９　メゾンソフィア１Ｆ 047-380-7466
坂田　昌彦 医療法人社団　坂田歯科医院 279-0023 浦安市高洲１－２２－１６ 047-382-4618
山本　健仁 医療法人社団健英仁会　山本デンタルクリニック 279-0014 浦安市明海５－７－１　パークシティ東京ベイ新浦安SolﾄﾞｸﾀｰｽﾞﾍﾞｲＢ047-382-8560
南　一郎 さくら通りみなみ歯科医院 279-0041 浦安市堀江６－１－４３　グランバーチェ１０１ 047-711-1805
深川　周 医療法人社団iCube　i Cube Dental Clinic新浦安 279-0023 浦安市高洲３－２１－１２ 047-720-3192
田代　圭二 田代歯科 273-0035 船橋市本中山３－２０－１３　２０４号 047-314-8115
青山　芳定 青山歯科医院 273-0031 船橋市西船６－２－３２ 047-333-7067
崔　剛 医療法人社団朝日緑志会　あおば歯科医院 273-0005 船橋市本町７－５－２　あおばビル 047-422-8918
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崔　慶一 あおば歯科医院 273-0005 船橋市本町７－５－２　あおばビル１・２F 047-422-8918
白井　直人 白井歯科クリニック 273-0021 船橋市海神２－２３－２８　２Ｆ 047-425-3302
大澤　有輝 大沢歯科医院 273-0003 船橋市宮本２－１０－４ 047-426-4618
佐藤　謙次郎 佐藤歯科医院 273-0031 船橋市西船４－２１－１１ 047-431-6229
荒木　隆宏 ミツワ歯科医院 273-0031 船橋市西船４－２１－４ 047-431-6243
土屋　賢 つちや歯科医院 273-0031 船橋市西船４－２３－８　プルニエ６３　２Ｆ 047-432-8812
相川　泰久 相川歯科医院 273-0005 船橋市本町１－１２－１１－２０４ 047-434-3212
久保木　由紀也 くぼき歯科クリニック 273-0031 船橋市西船２－２３－２０　サニーベール西船２０１号 047-437-9001
神保　明徳 神保歯科医院 274-0802 船橋市八木ケ谷１－２５－１２ 047-448-7000
森山　幸一 船橋もりやま歯科・矯正歯科 273-0005 船橋市本町７－８－１１　ピアコート１０１ 047-460-1234
藤平　崇志 藤平歯科医院 274-0063 船橋市習志野台４－７－１０　かねたやビル２Ｆ 047-461-8181
藤野　立行 河野歯科医院 274-0064 船橋市松が丘５－２６－４ 047-463-0034
石井　壽志夫 いしい歯科医院 274-0071 船橋市習志野１－２－１１ 047-464-4182
大野　美帆 鶴岡歯科医院 274-0077 船橋市薬円台１－５－４ 047-464-8880
金谷　篤成 かなや歯科医院 274-0064 船橋市松ケ丘４－５－１７ 047-466-2252
小野　彰久 あおぞら歯科 274-0065 船橋市高根台３－３　高根台東ショッピングセンターＨ－４ 047-466-2333
長谷川　和貴 長谷川歯科医院 274-0063 船橋市習志野台１－１－１　高根木戸駅前店舗２Ｆ 047-466-4237
米谷　敬司 米谷歯科医院 274-0067 船橋市大穴南５－２３－１０ 047-466-8586
朽方　直人 くちかた歯科医院 274-0815 船橋市西習志野２－２４－１０　日豊ビル１Ｆ 047-468-4388
細野　隆也 医療法人社団健恒会　船橋日大前さくらパーク歯科 274-0060 船橋市坪井東３－１４－１ 047-468-8217
立山　浩一郎 立山歯科クリニック 274-0077 船橋市薬円台６－２－１０－１０５ 047-469-4691
石川　仁一 ならしの歯科医院 274-0071 船橋市習志野４－４－１５ 047-478-1451
中台　一介 中台寿一歯科医院 274-0825 船橋市前原西２－１３－１－１０３ 047-478-7830
小宮　あゆみ 小宮歯科医院 274-0822 船橋市飯山満町３－１５２４－７ 047-490-3095
髙田　篤史 たかだ歯科・口腔外科クリニック 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ヶ谷１－１０－５　グランツ１階 047-498-5525
今井　邦雄 今井歯科医院 273-0128 鎌ケ谷市くぬぎ山４－７－１１　ワコーレ鎌ケ谷２号館２－７ 047-384-8211

マーブル歯科クリニック 273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷１－５－４４　タカラビル１階１０１ 047-442-6381
橋口　惠称子 永峰堂歯科医院 273-0122 鎌ケ谷市東初富４－１７－１８ 047-443-1182
北條　宏樹 ほうじょう歯科医院 273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷５－１－３９ 047-443-1455
宮﨑　加容子 さつま歯科 273-0135 鎌ケ谷市中佐津間２－１０－４ 047-446-0418
西田　浩象 医療法人社団象和会　さくら歯科医院 273-0106 鎌ケ谷市南鎌ケ谷３－１－１８ 047-446-4182
小宮山　高之 こみやま歯科医院 272-0035 市川市新田３－１７－９ 047-314-4618
中野　初代 中野歯科 272-0034 市川市市川２－３１－２ 047-321-0819
中野　洋子 中野歯科 272-0034 市川市市川２－３１－２ 047-321-0819
東郷　拓也 東京歯科大学市川総合病院　歯科・口腔外科 272-8513 市川市菅野５－１１－１３ 047-322-0151
長谷川　英美 長谷川歯科医院 272-0035 市川市新田１－１６－２３ 047-326-7522
濵田　寛 ヒロデンタルクリニック 272-0015 市川市鬼高２－９－１０　浜田ビル２F 047-332-0385
杉山　茂夫 医療法人社団クオーレ 杉山デンタルクリニック 272-0021 市川市八幡２－９－１４　クオーレ１階 047-333-9721
野間　太郎 デンタルオフィス本八幡 272-8561 市川市八幡２－１５－１０　パティオ４F 047-336-3456
小島  亮人 山脇歯科医院 272-0143 市川市相ノ川４－１４－５－２F 047-357-2288
翠川　鎭生 医療法人社団翠希会　みどりかわ歯科クリニック 272-0138 市川市南行徳２－１５－１２ 047-358-8800
三宅　新一郎 妙典みやけ歯科 272-0111 市川市妙典２－１６－１５　モア２－２Ｆ 047-359-8217
角田　順弥 つのだ歯科クリニック 272-0837 市川市堀之内３－１７－２８　リバティーヒル弐番館１Ｆ－Ｂ 047-375-6613
岡永　覚 岡永歯科 272-0015 市川市鬼高３－１１－９ 047-376-3503
佐藤　雅之 エムデンタルクリニック 272-0133 市川市行徳駅前４－６－１６　グランベール１号館１Ｆ 047-711-2101
西村　卓也 しろくま歯科クリニック 278-0057 野田市光葉町１－８－５ 04-7121-4690
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山本　園子 山本歯科診療所 278-0043 野田市清水２３７－２ 04-7122-3037
中林　隆 中林歯科医院 278-0017 野田市大殿井１５０－１０１ 04-7123-6822
今関　時男 今関歯科医院 278-0023 野田市山崎貝塚町７－５ 04-7123-9222
戸邉　武一 いずみ歯科医院 278-0043 野田市清水４３１ 04-7124-5678
山本　英三 角脇歯科 278-0022 野田市山崎１４７２－２５ 04-7124-6106
土田　隆司 土田歯科医院 278-0051 野田市七光台４２８－４８ 04-7129-1817
連記　雅伸 瀬戸歯科医院 278-0012 野田市瀬戸１８９－１３ 04-7138-3347
羽根田　元子 医療法人社団黄金会　羽根田歯科医院 270-0014 松戸市小金４４７－８ 047-309-4618
井出　壹也 医療法人社団大育会　いで歯科医院 271-0045 松戸市西馬橋相川町１１７ 047-340-3718
黒川　昭彦 くろかわ歯科 270-0034 松戸市新松戸７－１６２－１２ 047-340-4618
内田　敦 プチモンド八ヶ崎デンタルクリニック 270-0023 松戸市八ケ崎７－３２－１１　プチモンド八ヶ崎２－Ａ 047-343-1118
白石　勝彦 白石歯科医院 270-0023 松戸市八ケ崎７－４５－３　グリーンヒル八ケ崎１０４ 047-343-5711
本間　輝章 医療法人社団本間歯科　新松戸総合歯科診療所 270-0034 松戸市新松戸４－１０１ 047-344-6320
國府田　有宏 本山歯科医院 271-0087 松戸市三矢小台３－９－４ 047-362-4973
吉﨑　ゆかり 医療法人社団虹彩会　オズデンタルクリニック 271-0092 松戸市松戸２０４１－２ 047-363-0100
丸山　英大 まるやま歯科医院 270-2241 松戸市松戸新田９４ 047-363-4618
湯浅　邦彦 湯浅歯科医院 271-0077 松戸市根本９－７ 047-363-6480
小泉　裕史 小泉歯科医院 271-0092 松戸市松戸２０５８ 047-365-2233
杉田　和実 スギタ歯科医院 271-0062 松戸市栄町３－１７０－７ 047-365-3945
北原　喜芳 医療法人社団交心会　北原歯科医院 271-0092 松戸市松戸１２７６－１　ファミールスクエア松戸リーラコモンズ１０３047-367-5001
白井　裕子 稔台歯科 270-2231 松戸市稔台１－３１－１ 047-367-6607
平山　達也 平山歯科 271-0092 松戸市松戸１１７８　小松ビル４Ｆ 047-367-9631
脇谷　暁子 脇谷歯科クリニック 270-2203 松戸市六高台６－７０ 047-384-1580
宮嶋　洋二郎 宮嶋歯科医院 270-2212 松戸市五香南１－１４－５ 047-387-0068
成島　順子 成島歯科 270-2261 松戸市常盤平７－１９－１４ 047-387-0894
中村　均 中村歯科六高台診療所 270-2203 松戸市六高台４－９３－１　六実マンション１０８号室 047-389-8341
渡辺　幸司 わたなべ歯科 271-0084 松戸市二十世紀が丘丸山町７６　わたなべビル２Ｆ 047-391-0808
村山　憲作 ａｔむらやま歯科クリニック 270-2261 松戸市常盤平２－９－８　Ａ－２（サクラアベニュー） 047-394-5050
若菜　則孝 わかな歯科 289-1111 八街市大木６７０－７５　ハーモニービル１０１ 043-312-6369
塩野谷　暢利 塩野谷歯科医院 289-1115 八街市八街ほ２４４ 043-444-4182
津守　將充 めいわ歯科医院 284-0043 四街道市めいわ１－２３－１４ 043-420-5250
奥田　剛久 ステーションデンタルクリニック四街道 284-0005 四街道市四街道１－１ 043-420-6480
岩瀬　正泰 旭ヶ丘第一歯科クリニック会 284-0024 四街道市旭ヶ丘３－１９－８ 043-432-4339
清野　豊 美しが丘歯科 284-0045 四街道市美しが丘２－５－１　パ－クハウス１０２号 043-433-4108
出澤　政隆 医療法人社団春陽会　佐倉歯科医院 285-0837 佐倉市王子台３－８－８ 043-461-3535
秤屋　尚生 医療法人社団雅尚会　上志津中央歯科 285-0846 佐倉市上志津１６５６－６　蜂谷ビル 043-461-3557
日暮　寛之 ポプラ歯科医院 286-0025 成田市東町２３６ 0476-22-9578
野内　一嘉 ノウチ歯科クリニック 286-0045 成田市並木町２１５－５４ 0476-24-2566
大越　学 大越歯科医院 270-1327 印西市大森４４７０－１４ 0476-42-2097
大沢　良之 大沢歯科医院 270-1313 印西市小林北５－１－２ 0476-97-6431
松本　聖樹 まつもと歯科医院 286-0221 富里市七栄６７４－１２ 0476-91-3761
伊藤　慎 医療法人社団　いとう歯科クリニック 286-0201 富里市日吉台３－２４－６ 0476-93-4114
三本　雅樹 医療法人社団清樹会　ミモト歯科医院 270-1505 印旛郡栄町竜角寺台５－２１－２ 0476-95-8300
菊地　秀夫 医療法人社団龍歯会　竜角寺歯科医院 270-1506 印旛郡栄町竜角寺１１２９－２４ 0476-95-8585
北見　真一 きたみ歯科医院 287-0005 香取市佐原ホ１２５１－５ 0478-52-4188
木内　秀樹 まりも歯科医院 287-0003 香取市佐原イ５９１ 0478-52-4488
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石橋　ひとみ 石橋歯科医院 287-0001 香取市佐原ロ－２１２８ 0478-54-5435
糸川　佳代 成毛歯科医院 289-0313 香取市小見川２９５－５ 0478-82-3348
青野　忠之 青野歯科診療所 289-0624 香取郡東庄町小南１８７６ 0478-87-0636
大和地　敬行 のさか歯科医院 289-3182 匝瑳市今泉６４４１番地１ 0479-67-1004
寺本　定男 寺本歯科医院 289-2143 匝瑳市八日市場ロ２７３ 0479-72-0636
小髙　昇平 小髙歯科医院 289-2114 匝瑳市上谷中１８７１－１ 0479-73-5580
関　守雅 関歯科医院 288-0055 銚子市陣屋町３－２９ 0479-22-0605

吉川歯科医院 288-0817 銚子市清川町１－９－１０ 0479-22-1556
小林　賢士 医療法人社団盛陵会　小林歯科医院 288-0012 銚子市犬吠埼９６３１－１ 0479-25-4833
山口　雅巳 やまぐち歯科 288-0033 銚子市南小川町６９９－１ 0479-25-6111


