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公益社団法人日本口腔インプラント学会では、口腔インプラント治療に関する国民の皆さまからの相談に幅広くお答えするため、

口腔インプラント治療相談窓口を開設いたしていますので、下記の口腔インプラント治療相談窓口にご相談ください。

相談窓口での相談は有料となります。

▼東北・北海道支部 （2013年10月11日現在）

　○臨床系
氏　名 勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 勤務先FAX E-mail

三嶋　顕 医療法人柏葉会　三嶋歯科医院 北海道岩見沢市７条西５－２０－１ 0126-23-7733 0126-25-0248 mishimashika@gmail.com

富田　達洋 富田歯科診療所 北海道札幌市中央区大通西５丁目大五ビル３Ｆ 011-221-2060 011-221-2060 tsuta@coral.ocn.ne.jp

三上　格 みかみ歯科・矯正歯科医院 北海道苫小牧市旭町４－７－２０ 0144-35-3939 0144-35-3300 imdc3939@rose.ocn.ne.jp

吉村　治範 吉村歯科医院 北海道美唄市東６条北１－１－１ 0126-68-8860 0126-68-8861 harunori@eve.ne.jp

梅原　一浩 医療法人審美会　梅原歯科医院 青森県弘前市土手町１２３ 0172-32-7330 0172-32-7330 ume1@cocoa.ocn.ne.jp

夏堀　礼二 夏堀デンタルクリニック 青森県八戸市城下１－１５－２８ 0178-44-3737 0178-44-3337 info@natsubori-dc.com

西郷　慶悦 西郷歯科医院 岩手県盛岡市西見前１４地割８３ 019-638-7711 019-638-7711 saigo@nnet.ne.jp

佐藤　暢也 医療法人　東京堂　港町歯科クリニック 秋田市土崎港中央３－５－４０ 018-857-1040 018-880-1217 nsatossy@h7.dion.ne.jp

懸田　明弘 （医）懸田積仁会歯科医院 宮城県仙台市青葉区本町１－２－１６ 022-262-6121 022-222-5059 dental@kaketa.com

成瀬　啓一 成瀬歯科クリニック 山形市松波２－１－２５ 023-625-2525 023-625-0005 ―

武川秀之 希望ヶ丘歯科クリニック 郡山市大槻町西ノ宮西92-9 024-951-0002 024-951-0002 kiboushika@yahoo.co.jp

　○大学系
氏　名 勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 勤務先FAX

宮川　雄一
北海道医療大学歯科内科クリニック
クリニック事務課

北海道石狩郡当別町字金沢1757 0133-23-1604 0133-23-1203

近藤　尚知
岩手医科大学附属病院歯科
医療センター・口腔インプラント科

岩手県盛岡市内丸19-1 019-651-5111 ―

福田　雅幸 秋田大学医学部附属病院 秋田県秋田市本道1-1-1 018-884-6188 ―

小山　重人　 東北大学病院歯科部門インプラント外来 宮城県仙台市青葉区星陵町4-1 022-717-8364 ―

▼関東・甲信越支部

　○臨床系
氏　名 勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 勤務先FAX E-mail

榎本　紘昭 歯科榎本医院 新潟県三条市一ノ門２－８－１５ 0256-32-1522 0256-35-1088 shinsaiken@shinsaiken.com

入江　靖雄 入江歯科診療所 茨城県神栖市日川３６３６－２ 0120-03-4498 0299-96-8405 volmsman@smile.ocn.ne.jp

覺本　嘉美 覚本歯科医院 小山市駅南町３－２６－１８ 0285-27-8148 0285-27-0180 ―

井汲　憲治 医療法人　石倉歯科医院 群馬県高崎市飯塚町４５７－３ 027-361-8783 027-361-1346 noriharu@cic-implant.jp

藤本　真存 医療法人真清会　藤本歯科医院 千葉県八千代市緑が丘４－８－２ 047-450-8683 047-450-8693 masaari@muc.biglobe.ne.jp

渡沼　敏夫 渡沼歯科医院 埼玉県さいたま市南区南本町１－１４－５第３小池ビル１０５ 048-866-1002 048-866-1004 info@watanuma-dc.com

根岸　邦雄 根岸歯科クリニック 埼玉県上尾市谷津２－１－５０－３８ 048-774-0461 048-777-0146 sf2k-ngs@asahi-net.or.jp

簗瀬　武史 医療法人社団泰峰会　ヤナセ歯科医院 埼玉県朝霞市東弁財１－３－２イーストアレイビル４Ｆ 048-476-0156 048-471-0738 info@yanase-dental.com

田中　譲治 田中歯科医院 千葉県柏市千代田３－１５－１ 04-7164-3000 04-7164-9782 tdc@tanaka.or.jp

星野　清興 新橋並木通り歯科 東京都港区新橋１－１１－２鈴木ビル３Ｆ 03-3568-8125 03-5568-5638 oralimp1@aol.com

中川　孝男 中川歯科クリニック 東京都港区北青山３－１０－９川島ビル３Ｆ 03-3486-6480 03-3486-6547 dentist@nakagawa-dental.jp

柳　時悦 日本橋りゅうデンタルクリニック 東京都中央区日本橋3-8-9日本橋ホリビル4F 03-6225-2933 03-6225-2928 ryu@cap.ocn.ne.jp

志賀　泰昭 志賀歯科医院 東京都文京区音羽１－２３－２２ 03-3941-5478 03-3941-5878 shiga-do@xf7.so-net.ne.jp

奥寺　元 王子歯科美容外科クリニック 東京都北区王子２－２６－２ 03-3919-5111 03-3919-5114 okudera@carrot.ocn.ne.jp

藤野　茂 ふじの歯科医院 東京都杉並区梅里２－１－１９（医）藤仁会 03-3316-8148 03-3316-8148 onijuf@muc.biglobe.ne.jp

定永　健男 銀座定永歯科 東京都中央区銀座３－１１－１-201 03-3541-4874 03-3541-4874 sadaboo29@yahoo.co.jp

藤井　俊治 藤井歯科医院 神奈川県足柄上郡山北町向原２０３８ 0465-75-0096 0465-75-3010 toshiharu@f8.dion.ne.jp

相浦　洲吉 アイ歯科 相模原市南区上鶴間7-6-1 042-748-0788 042-749-6893 ai-dc@lapis.plala.or.jp

古屋　延明 古屋歯科医院 山梨県甲府市住吉４－６－３ 055-232-7456 055-232-7456 furuyadc@peach.ocn.ne.jp

小野　喜徳 医）徳樹会　小野歯科医院 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１６４３－１ 0265-70-7880 0265-70-7881 onoyoiha@po.dcn.ne.jp

　○大学系
氏　名 勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 勤務先FAX

高森　等
小倉　晋

日本歯科大学附属病院
インプラント診療センター

東京都千代田区富士見2-3-16 03-3261-4764 ―

尾関　雅彦 昭和大学歯学部インプラント歯科学講座 東京都大田区北千束2-1-1
03-3787-1151
内線232、233

―

佐藤　淳一
鶴見大学歯学部附属病院
口腔顎顔面インプラント科

神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3 045-581-1001 045-582-0459

渡邉　文彦
日本歯科大学新潟病院
口腔インプラントセンター

新潟県新潟市中央区浜浦町1-8 025-267-1500 ―

春日井　昇平
東京医科歯科大学歯学部附属病院
インプラント外来

東京都文京区湯島1-5-45 03-5803-5773 ―

松根　健介
西村　政美

日本大学松戸歯学部付属病院
口腔インプラント科

千葉県松戸市栄町西2-870-1 047-360-9521 ―

嶋田　淳
明海大学歯学部病態診断治療学講座
口腔顎顔面外科学分野１

埼玉県坂戸市けやき台1の1 049-285-5511 049-286-6248

植田　章夫 松本歯科大学病院 長野県塩尻市広丘郷原1780 0263-51-2377 ―

渥美　美穂子 神奈川歯科大学附属病院インプラント科 神奈川県横須賀市稲岡町82 046-822-8810 ―

◆◇◆◇◆　口腔インプラント治療相談窓口　◆◇◆◇◆

国民の皆さまへ

公益社団法人日本口腔インプラント学会
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▼中部支部

　○臨床系
氏　名 勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 勤務先FAX E-mail

蒔田　眞人 敬天堂歯科医院 静岡市呉服町１－４－６松浦ビル２Ｆ 054-255-5125 054-255-5304 jimu@keitendo.com

梶本　忠保 医療法人社団かめる会アピカ歯科医院 岐阜県本巣郡北方町春来町1‐210 058-323-9088 058-323-9088 tadamori@circus.ocn.ne.jp

丹羽　健 医療法人　丹羽歯科 愛知県一宮市大和町馬引859-3 0586-44-1589 0586-46-3318 ken-20@orihime.ne.jp

安藤　雅康 医療法人メディカルアート　中央歯科クリニック 愛知県江南市古知野町千丸２２８中央ビル１Ｆ 0587-55-0648 0587-54-0824 cia@wit.ocn.ne.jp

堀田　康記 堀田歯科 愛知県名古屋市守山区守牧町１３ 052-794-8188 052-792-3425 hotta-dc@ff.iij4u.or.jp

小松　晋一 医療法人葉山会　葉山歯科 愛知県名古屋市緑区鳴海町本町５８ 052-623-0451 052-623-1607 smallpinetree@kxa.biglobe.ne.jp

田川　清 医療法人幸医会　田川デンタルクリニック 愛知県名古屋市東区白壁５－５ 052-931-2177 052-931-2181 dentist-tagawa@nifty.com

伊藤　幸司 伊藤歯科 三重県伊勢市船江１－５－６０ 0596-29-2020 0596-29-2029 ito-dent@khaki.plala.or.jp

　○大学系
氏　名 勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 勤務先FAX

上田　実 名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科 名古屋市昭和区舞鶴町65 052-744-2348 ―

村上　弘
愛知学院大学歯学部附属病院
口腔インプラント科診療部

愛知県名古屋市千種区末盛通り2-11 052-759-2111 ―

永原　國央 朝日大学歯学部附属病院口腔インプラント科 岐阜県瑞穂市穂積1851 058-329-1463 058-329-1463 

▼近畿・北陸支部

　○臨床系
氏　名 勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 勤務先FAX E-mail

溝口 　尚 （医）溝口デンタルオフィス 金沢市片町１－４－１８ 076-221-0162 076-221-0152 mizodent@estate.ocn.ne.jp

林 　正人 はやし歯科医院 福井市花堂南1-11-34 ― 0776-33-2460 ―

市川　博彰 紀和歯科医院 和歌山市和歌浦東3-1-21 073-441-7018 073-441-7011 h_i@d7.dion.ne.jp

野阪　幸男 野阪歯科医院 奈良市鶴舞東町２－１０ 0742-45-4457 0742-45-7143 nosaka0915@nike.eonet.ne.jp

山上　哲贒 京都インプラント研究所 京都府京都市下京区東塩小路通烏丸西入ル新京都センタービル５Ｆ 075-343-0730 075-342-0630 a-y-k11@mqj.biglobe.ne.jp

大村　桂 大村歯科 京都府京都市伏見区深草野田町９－２ 075-641-2802 075-641-2802 drkeio@yahoo.co.jp

涌本　昇 友紘会総合病院 大阪府茨木市清水１－３４－１ 072-641-2810 072-641-4016 wakumoto@yukoukai.com

小室　暁 小室歯科阿倍野近鉄百貨店診療所 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３　近鉄百貨店５Ｆ ― ― akomuro@komuro-dental.com

江原　雄二 江原歯科医院 大阪府大阪市西区南堀江１－１５－１２ 06-6533-3456 06-6533-3333 yujiehara951@gmail.com

阪本　貴司 大阪口腔インプラント研究会 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル2F ― 06-6346-2426 sakamoto@hct.zaq.ne.jp

久保　茂正 くぼ歯科 大阪府和泉市弥生町３－１６－４ 0725-44-6801 0725-44-6801 implant@kubo-shika6801.com

清水　孝治 清水歯科医院 兵庫県神戸市須磨区大黒町３－４－１３　清水デンタルビル５階 078-732-3461 078-734-3282 shimizu@dentshimizu.com

中野 喜右人 なかの歯科クリニック 西宮市高松町３－３４－２Ｆ 0798-69-0601 0798-69-0602 implant@nakano-shika.jp

　○大学系
氏　名 勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 勤務先FAX

馬場　俊輔 大阪歯科大学附属病院口腔インプラント科 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 06-6910-1089 ―

前田　芳信 大阪大学歯学部附属病院 大阪府吹田市山田丘1-8 06-6879-2816 ―

別所　和久 京都大学医学部附属病院歯科口腔外科 京都府京都市左京区聖護院小川町54 075-751-3401 075-761-9732

肥後　智樹
村上　拓也

滋賀医科大学医学部附属病院歯科口腔外科 滋賀県大津市瀬田月輪町 077-548-2352 077-548-2347

岸本　裕充
高岡　一樹

兵庫医科大学歯科口腔外科 兵庫県西宮市武庫川町1番1号 0798-45-6677 ―

野口　誠
富山大学大学院医学薬学研究部
歯科口腔外科学講座

富山県富山市杉谷2630 076-434-7383 ―

▼中国・四国支部

　○臨床系
氏　名 勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 勤務先FAX E-mail

岸　 祐治 岸歯科医院 島根県邑智郡石見町矢上２８－１ 0855-95-0010 0855-95-0007 dental.kishi@nifty.com

岸　 民祐 （医）ティース　プラザ歯科 広島市中区中町６－３０広テレプラザ２Ｆ 082-541-7718 082-541-7719 plaza@ccv.ne.jp

山根　 進 医療法人社団　山根歯科医院 山口県宇部市常盤町２－５－２５ 0836-21-5512 0836-22-1370 susumuya@c-able.ne.jp

山内　英嗣 はぐくみの森歯科クリニック 鳴門市大麻町萩原字西山田107-7 088-683-5511 088-683-5541 info@hagukuminomori.com

小松　 史 (医)翠松会 こまつ歯科クリニック 高知市介良乙１００４－２０ 088-860-0411 088-860-0413 ―

樋出　 誠 樋出歯科医院 香川県小豆郡内海町草壁本町５０７－２ 0879-82-0204 0879-82-0214 hinoide@niji.or.jp

　○大学系
氏　名 勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 勤務先FAX

久保　隆靖
広島大学病院口腔維持修復歯科
口腔インプラント診療科

広島県広島市南区霞1-2-3 082-257-5765 ―

窪木　拓男 岡山大学病院クラウンブリッジ補綴科 岡山県岡山市鹿田町2-5-1 086-223-7151 086-235-6684

友竹　衛則 徳島大学病院 徳島県徳島市蔵本町3-18-15 088-633-7371 ―

松井　義郎 香川大学医学部歯科口腔外科 木田郡三木町大字池戸1750-1 087-898-5111 ―

▼九州支部

　○臨床系
氏　名 勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 勤務先FAX E-mail

岸　 克好 岸歯科医院 福岡市城南区七隈８－１４－２１ 092-801-0880 092-863-2727 k-katsuyoshi@aurora.ocn.ne.jp

阿部　成善 あべ歯科インプラントクリニック 大分県大分市中央町１－３－２４トキハ前 097-532-8451 097-534-7600 seizen@fat.coara.or.jp

西村　賢二 西村歯科医院 佐賀郡諸富町諸富津１０４－１ 0952-47-2516 0952-47-4822 n-dental@po.saganet.ne.jp

大串　 博 医療法人博道会　大串歯科医院 佐世保市日宇町６７８－３ 0956-34-2063 0956-34-7003 sasebo@sasebo.or.jp

伊東　隆利 医療法人伊東会　伊東歯科口腔病院 熊本県熊本市中央区子飼本町４－１４ 096-343-0377 096-341-1130 t.itoh@sysken.or.jp

松井　孝道 松井歯科医院 宮崎市清水１－５－８ 0985-27-5393 0985-27-5393 matsuike@magma.jp

永井　一光 永井一光インプラント歯科 鹿児島市住吉町２－２ 099-224-3350 099-224-7868 impl@nt-dr.com

赤崎　 栄 赤崎歯科 那覇市泊3-5-12 098-867-7077 098-862-1847 akasaki@nirai.ne.jp

　○大学系
氏　名 勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 勤務先FAX

細川　隆司 九州歯科大学附属病院インプラントセンター 福岡県北九州市小倉北区真鶴2-6-1
093-582-1131
内線1521

―

松下　恭之 九州大学病院再生歯科・インプラントセンター 福岡県福岡市東区馬出3-1-1 092-642-6361 ―

城戸　寛史
福岡歯科大学医科歯科総合病院
口腔インプラント科

福岡県福岡市早良区田村2-15-1 092-801-0411 ―

澤瀬　隆 長崎大学病院口腔顎顔面インプラントセンター 長崎県長崎市坂本1-7-1 095-819-7744 ―

mailto:dentist-tagawa@nifty.com
mailto:mizodent@estate.ocn.ne.jp
mailto:h_i@d7.dion.ne.jp
mailto:a-y-k11@mqj.biglobe.ne.jp
mailto:wakumoto@yukoukai.com
mailto:sakamoto@hct.zaq.ne.jp
mailto:implant@kubo-shika6801.com
mailto:implant@nakano-shika.jp
mailto:susumuya@c-able.ne.jp
mailto:info@hagukuminomori.com
mailto:t.itoh@sysken.or.jp

