
明海大学歯学部付属明海大学病院歯科医師臨床研修協力型臨床研修施設一覧  2020.4.1現在

№ 実施責任者 住　　　　所 電話

1 医療法人社団徳友会 市村歯科クリニック 市村　昌久 北海道小樽市花園1-10-13 0134-27-0050

2 柏崎歯科医院 柏崎　秀一 青森県八戸市下長4-5-19 0178-28-8148

3 小滝歯科医院 渡辺　隆史 福島県いわき市小名浜大原小滝町6-2 0246-52-0006

4 医療法人社団慈愛恵真会 あらかい歯科医院 松本　勝利 福島県南会津郡南会津町関本字下休場729-1 0241-66-2580

5 医療法人彩和会 あらい歯科 新井　崇友 群馬県高崎市吉井町長根1457-7 027-386-0055

6 中島歯科医院 中島　和敏 群馬県桐生市琴平町11-11 0277-22-0008

7 熊倉歯科医院 熊倉　学 栃木県宇都宮市陽東2-16-18 028-662-7835

8 覚本歯科医院 覚本　嘉美 栃木県小山市駅南町3-26-18 0285-27-8148

9 医療法人ODCインプラント 及川歯科医院 及川　均 栃木県芳賀郡益子町益子2056 0285-72-2234

10 塩野歯科医院 塩野　正幸 栃木県さくら市桜野415-1 028-682-1968

11 医療法人亮美会 緒方歯科医院 緒方　順治 茨城県古河市松並1-22-10 0280-32-8550

12 医療法人博心会 パレットデンタルクリニック 鈴木　伸江 茨城県守谷市小山316-4 0297-45-3322

13 医療法人社団裕和会 小貫歯科医院 小貫　満義 茨城県稲敷市橋向1771 0299-79-2122

14 医療法人社団智誠会 うちの歯科クリニック 江口　知子 埼玉県久喜市栗橋中央1-2-10 0480-52-5963

15 医療法人 若山歯科医院 若山　努 埼玉県加須市騎西837-5 0480-73-7533

16 医療法人 ﾌﾗﾜｰﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ フラワー歯科 新井　聡 埼玉県加須市花崎1-29-23 0480-65-7177

17 医療法人顕正会 蓮田病院歯科口腔外科 秋月　弘道 埼玉県蓮田市根金1662-1 048-766-8111

18 医療法人社団明生会 西村歯科医院 西村　亨 埼玉県児玉郡神川町熊野堂73-4 0495-77-0648

19 医療法人栄宏会 野上歯科医院 野上　宏一 埼玉県熊谷市銀座1-188 048-521-1333

20 医療法人大明会 中村歯科医院 中村　直史 埼玉県熊谷市宮前町1-85 048-524-0291

21 栗原歯科医院 栗原　功 埼玉県熊谷市肥塚891-3 048-522-7955

22 半田歯科医院 半田　太 埼玉県行田市忍1-6-15 048-555-3232

23 医療法人社団 今井歯科クリニック 今井　美行 埼玉県秩父市上宮地町10-3 0494-25-0255

24 医療法人仁樹会 秩父臨床ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 栗原　仁 埼玉県秩父市別所53-8 0494-25-5555

25 医療法人社団慈康会 橋口歯科医院　桶川診療所 橋口　康道 埼玉県桶川市東2-1-16 048-774-1878

26 医療法人社団朋歯会 栗原歯科医院 栗原　慎幸 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-6-12 一佳ビル2階 048-644-7001

27 医療法人皓歯会 松丸・歯科・矯正歯科・医院 松丸　和郎 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻5-3-11 048-756-6643

28 鴨田歯科クリニック 鴨田　博司 埼玉県さいたま市中央区下落合2-17-15 048-824-3222

29 医療法人社団皓明会 伊藤歯科医院 伊藤　光一 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-11-12 048-857-5441

30 医療法人 入江歯科医院 入江　修充 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-15入江ビル2F 048-832-8131

施設名
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31 森山歯科クリニック 森山　進 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-4-14名古谷ﾋﾞﾙ3･4F 048-832-1220

32 医療法人社団健佑会 とくやま歯科医院 徳山　毅 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-2-1ｴｲﾍﾟｯｸｽﾀﾜｰ203 048-822-2228

33 医療法人関輝会 関歯科医院 関　千俊 埼玉県さいたま市浦和区常盤5-8-45 048-834-2200

34 医療法人社団歯友会 赤羽歯科 勝田　宏一 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-36-2 048-687-0081

35 医療法人社団ｽﾏｲﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ みやざわ歯科クリニック 宮澤　浩史 埼玉県入間郡毛呂山町中央2-30-1 049-295-8217

36 デンタルリサーチ　ホワイト歯科 沼倉　則正 埼玉県坂戸市千代田1-1-35 049-283-4627

37 医療法人オーク オーク坂戸歯科 柏木　康志 埼玉県坂戸市日の出町2-15　まるみビル2F 049-280-3355

38 医療法人社団恵安 ファースト歯科医院 星原　英吉 埼玉県川越市野田町2-4-24 049-246-3437

39 医療法人至心会 金子歯科医院 金子　貞男 埼玉県川越市三久保町24-3 049-225-4182

40 医療法人社団茂徳会 らいおん歯科 岸野　伸彦 埼玉県川越市新宿町1-18-12 049-241-5111

41 島田歯科 島田　宗範 埼玉県狭山市広瀬3-7-27 04-2953-7751

42 医療法人ﾌﾞﾗｲﾄｽﾏｲﾙ いぐち歯科クリニック 井口　晋利 埼玉県所沢市緑町4-1-29 04-2924-3553

43 いわき歯科医院 岩城　正明 埼玉県所沢市東所沢2-1-8 04-2945-6777

44 医療法人真美会 辻歯科医院 辻　浩洋 埼玉県所沢市小手指町4-20-6 04-2948-9311

45 医療法人社団山吹会 井上歯科クリニック 井上　一彦 埼玉県飯能市栄町20-1ブリランテ飯能1Ｆ 042-971-6480

46 松見歯科医院 松見　秀之 埼玉県日高市横手1-15-2 042-982-3500

47 医療法人社団喜敦会 あさひ歯科クリニック 島野　偉礎轄 埼玉県日高市森戸新田字藤久保88-5ﾍﾞｲｼｱひだかﾓｰﾙ店内 042-984-4182

48 岡野歯科医院 岡野　祐三 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ舞1-18-18 049-265-0111

49 医療法人社団泰青会 青山歯科医院 青山　滋 埼玉県ふじみ野市福岡中央1-2-8 049-262-1068

50 医療法人社団仁孝会 すがわら歯科 菅原　孝浩 埼玉県ふじみ野市ふじみ野1-2-1イオン大井3Ｆ 049-263-4618

51 井上歯科医院 井上　達 埼玉県新座市野火止1-14-17 048-479-1182

52 医療法人社団泰青会 青葉歯科医院 青山　智美 埼玉県朝霞市浜崎1-2-10アゴラ21ビル3階 048-474-8246

53 岩下歯科医院 岩下　一三 埼玉県川口市榛松290-2 048-285-1031

54 医療法人裕正会 ララガーデン川口歯科クリニック 森田　耕司 埼玉県川口市宮町18-9ララガーデン川口2F 048-240-6630

55 一般社団法人メディプラン チャーミー歯科春日部 野本　秀行 埼玉県春日部市上蛭田132-4昭和ビル第2 048-763-3563

56 なかむら歯科医院 中村　秀己 埼玉県三郷市采女1-235-1 048-958-0118

57 ブリストデンタルクリニック三郷 小松　雅之 埼玉県三郷市下彦川戸駒形向799 048-950-2166

58 かつらやま歯科医院 葛山　賢司 千葉県千葉市緑区あすみが丘2-16-7 043-295-3748

59 医療法人愛育会 やばしら歯科駅ビル診療所 野村　充 千葉県松戸市日暮1-1-2　新京成八柱駅ビル2F 047-384-4182

60 明海大学PDI浦安歯科診療所 下島　孝裕 千葉県浦安市明海1-1-20 047-381-5555
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61 医療法人社団健恒会 薬円台歯科 細野　隆也 千葉県船橋市薬円台6-6-8 047-461-4182

62 小貫歯科医院 小貫　裕之 千葉県船橋市本町7-6-1　船橋ツインビル東館6F 047-424-1833

63 医療法人健秀會 みわ歯科クリニック 石井　日出明 東京都足立区入谷2-2-17 03-5691-5489

64 医療法人社団天白会 キャナルコート歯科クリニック 山田　健太郎 東京都江東区東雲1-9-10イオン東雲ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階 03-6221-3447

65 医療法人社団弘宣会 芝大門歯科クリニック 山本　穣一 東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル1Ｆ 03-3578-8880

66 医療法人社団美博会 世田谷今井歯科医院 今井　博史 東京都世田谷区北烏山3-5-9日栄ビル1階 03-3300-5039

67 医療法人社団親民会 波多野歯科クリニック 波多野　一 東京都世田谷区若林4-31-9ポライト第2ビル1Ｆ 03-3421-4182

68 医療法人社団大輝会 代々木クリスタル歯科医院 吉田　憲明 東京都渋谷区代々木1-35-4代々木クリスタルビル2Ｆ 03-3370-0550

69 医療法人社団健美会 山田歯科医院 山田　晃久 東京都渋谷区幡ヶ谷2-20-10Curare YMD8・9・10F 03-3374-0764

70 明海大学PDI東京歯科診療所 松田　哲 東京都渋谷区代々木1-38-2　ミヤタビル1F・2F 03-3370-0159

71 医療法人社団弘宣会 鈴木歯科医院 鈴木　高弘 東京都新宿区住吉町4-1四谷ガーデニア１Ｆ 03-3356-8800

72 医療法人社団ITS 東京オペラシティ歯科 石井　宏明 東京都新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティタワー7F 03-5353-0418

73 東京ステーション歯科クリニック 小川　洋一 東京都中央区八重洲2-4-1ユニゾ八重洲ビル地下1F 03-3231-8778

74 医療法人因幡会 汐留シティセンター歯科 林　昭利 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター3F 03-6215-8241

75 医療法人ティースプランニング 自由ヶ丘デンタルスタジオ 吉田　雅幸 東京都目黒区自由が丘2-12-21ミソノビル2F 03-5729-4618

76 医療法人社団 さくま歯科医院 佐久間　栄 東京都練馬区田柄5-20-19 03-5241-6480

77 旭ヶ丘歯科医院 松木　光洋 東京都清瀬市旭が丘2-5-2-101 042-495-8686

78 医療法人社団竹の郷 竹の子歯科医院 竹下　裕能 東京都武蔵野市西久保3-11-5 0422-50-0120

79 医療法人社団弘歯会 藤井歯科医院 藤井　万弘 東京都小金井市前原町1-8-13 042-383-8148

80 医療法人社団健歯会 東小金井歯科 岩田　健男 東京都小金井市東町4-42-20 042-385-8176

81 医療法人社団東慶会 多賀歯科医院 多賀　哲也 東京都八王子市高倉町66-23西都ヤクルトビル1階 0426-42-4618

82 永田歯科医院 永田　恭子 東京都八王子市初沢町1259-6プロミネントハイム1F 042-667-1221

83 大賀郷歯科クリニック 菊地　一江 東京都八丈島八丈町大賀郷1354 04996-2-4440

84 医療法人社団内剛会 内田歯科医院 内田　剛也 神奈川県川崎市中原区木月2-8-34 044-422-8217

85 医療法人社団緑森会 おくもり歯科医院 奥森　直人 神奈川県相模原市中央区矢部3-6-3 042-751-7964

86 医療法人社団湘南誠心会 茅ヶ崎パーク歯科クリニック 高橋　順一郎 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16イオン茅ケ崎中央ＳＣ3F 0467-59-0461

87 医療法人社団湘南誠心会 パーク歯科クリニック 大塚　喜彦 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-2-10ＷＥＬ－ＢＩＺ藤沢2Ｆ 0466-50-6480

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

89 医療法人社団 ムラヤマ歯科 村山　偉知朗 富山県富山市上飯野8-5 076-451-8800

90 あすなろ小児歯科医院 佐野　正之 富山県富山市栄町3-1-15 076-491-2422

3 / 4 



明海大学歯学部付属明海大学病院歯科医師臨床研修協力型臨床研修施設一覧  2020.4.1現在

№ 実施責任者 住　　　　所 電話施設名

91 医療法人社団HAL ヴィ歯科医院 柳下　治男 石川県野々市市三日市1-5 076-248-1186

92 上西歯科医院 上西　研二 和歌山県和歌山市南中間町81 073-422-6466

93 和歌浦歯科クリニック 茂野　崇子 和歌山県和歌山市和歌浦東2-9-51 073-447-1133

94 岩間歯科 岩間　總一郎 奈良県北葛城郡王寺町王子2-7-23亀井興産ビル3F 0745-32-1301

95 医療法人健志会 ミナミ歯科クリニック 南　清和 大阪府大阪市淀川区西中島5-12-15新大阪浪速ビル2F 06-6885-8214

96 医療法人誠仁会 りょうき歯科クリニック 領木　誠一 大阪府東大阪市森河内西1-16-3 06-6781-4181

97 医療法人社団ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ会 ﾃﾞﾝﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ谷本歯科医院 大西　朋子 香川県高松市香西本町311 087-882-1181

98 医療法人社団ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ会 ﾃﾞﾝﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ宮脇町歯科医院 谷本　佳彦 香川県高松市宮脇町1-5-20 087-837-1184

99 医療法人社団ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ会 ﾃﾞﾝﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝｽﾏｲﾙ歯科医院 石井　弘之 香川県高松市郷東町134-1　西高松ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙｲｰｱ4階 087-832-8844

100 医療法人 木下歯科医院 木下　直人 徳島県小松島市中田町字土持21-28 0885-33-0067

101 医療法人博道会 大串歯科医院 大串　博 長崎県佐世保市日宇町678-3 0956-34-2063

102 サンプラザ糸満歯科クリニック 仲村　多茂 沖縄県糸満市兼城400番地 098-992-0302

103 医療法人徳山会 山川歯科医院 山川　文枝 沖縄県宜野湾市嘉数4-26-10 098-890-3434

104 医療法人健憂会 しらゆり歯科 天久　佐和子 沖縄県宜野湾市志真志1-1-2 098-893-5583
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