
2019年7月吉日

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。

相談される方は相談窓口の医療機関のホームページに進み、診療時間をご確認の上、診療時間内にご連絡ください。

▼東北・北海道支部 （2019年7月現在）

　○臨床系

医院名 担当者 住所 TEL FAX E-mail HP

医療法人柏葉会　三嶋歯科医院
三嶋　顕
三嶋直之

北海道岩見沢市7条西5丁目20-1 0126-23-7733 0126-25-0248 hal-9000@maj.biglobe.ne.jp http://m-dent.net/

エルムの杜デンタルクリニック 上林　毅 北海道札幌市北24条西9丁目1-1 SUPER ARCS 2F 011-709-6220 ― elm-forest-dc@dent.or.jp http://www.elm-forest-dc.com/

よしたに歯科医院 吉谷　正純 北海道札幌市中央区北10条西15丁目1-6 011-615-7891 ― info@yoshitani-dental.com ―

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

医療法人夏堀デンタルクリニック 夏堀　礼二 青森県八戸市城下1-15-28 0178-44-3737 ― ― http://www.natsubori-dc.com

西郷歯科医院 西郷　慶悦 岩手県盛岡市西見前14-83 019-638-7711 019-638-7709 saigo@nnet.ne.jp ―

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

懸田歯科医院 懸田　明弘 宮城県仙台市青葉区本町1-2-16 022-262-6121 ― dental@kaketa.com http://www.kaketa.com

古沢歯科医院 古澤　利武 宮城県仙台市太白区八本木1-7-42 022-249-5121 022-248-2607 ― ―

高木歯科医院 高木　幸人 山形市十日町1-2-30-202 023-625-5825 023-625-9549 takagi@takagidental.com http://takagidental.com

こもりや歯科 小森谷　亮 福島県伊達市保原町字城の内16-1 024-575-2221 024-575-2222 ― http://www.komo-d.c.com

▼東北・北海道支部

　○大学系

大学名 担当者 住所 TEL FAX E-mail HP

北海道医療大学歯科クリニック
越智　守生
廣瀬　由紀人
仲西　康裕

北海道石狩郡当別町金沢1757 0133-23-1604 0133-23-1203 ― ―

http://www.den.hokudai.ac.jp

http://www.huhp.hokudai.ac.jp

岩手医科大学附属病院内丸メディカルセンター
歯科医療センター　口腔インプラント科

近藤　尚知
鬼原　英道
髙藤　恭子

岩手県盛岡市内丸19-1 019-651-5111 ― takafuji@iwate-med.ac.jp https://www.iwate-med.ac.jp/

秋田大学医学部附属病院
歯科口腔外科

福田　雅幸
髙野　裕史

秋田県秋田市本道1-1-1 018-884-6188 018-884-6451
fukuda@med.akita-u.ac.jp
htakano@med.akita-u.ac.jp

http://www.hos.akita-u.ac.jp

東北大学病院
歯科インプラントセンター

山内　健介
依田　信裕

宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 022-717-8300 022-717-8371 ― http://www.hosp.tohoku.ac.jp

奥羽大学歯学部附属病院　口腔インプラント科
関根　秀志
山森　徹雄
川鍋　仁

福島県郡山市富田町字三角堂31-1 024-932-9274 024-991-7786 ohuhpip@den.ohu-u.ac.jp www.ohu-dent.jp

▼関東・甲信越支部

　○臨床系

医院名 担当者 住所 TEL FAX E-mail HP

鯨岡歯科医院 鯨岡　昌寿 茨城県日立市諏訪町1-2-27 0294-35-3226 0294-32-2616 ― ―

二の宮歯科医院 鈴木　冨士雄 茨城県つくば市二の宮3-21-1 029-855-2005 029-855-2005 dr-suzuki@ninomiya-shikaiin.ne.jp ―

ささや歯科医院 笹谷　和伸 栃木県宇都宮市伝馬町1-7 笹谷ビル2階 028-633-3385 028-633-3022 zoozii007@yahoo.co.jp ―

医療法人　石倉歯科医院 井汲　憲治 群馬県高崎市飯塚町457-3 027-361-8783 ― ― http://www.cic-implant.jp

渡沼歯科医院 渡沼　敏夫 埼玉県さいたま市南区南本町1-14-5 048-866-1002 048-866-1004 ― http://watanuma-dc.com

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

医療法人社団泰峰会　ヤナセ歯科医院 簗瀬　武史 埼玉県朝霞市東弁財1-3-9 イーストアレイビル4Ｆ 048-476-0156 048-471-0738 info@yanase-dental.com ―

田中歯科医院 田中　譲治 千葉県柏市千代田3-15-1 04-7164-3000 ― ― ―

医療法人社団　尚歯会ES歯科医院 梨本　正憲 千葉県八千代市勝田台2-6 047-483-3398 047-484-7130 tcc00322@nifty.ne.jp http://shousikai.jp/

医療法人社団真清会　藤本歯科医院 藤本　真存 千葉県八千代市緑が丘4-8-2 047-450-8683 ― ― ―

新橋並木通り歯科 星野　清興 東京都港区新橋1-11-2 鈴木ビル6Ｆ 03-5568-8125 03-5568-8125 oralimp1@aol.com http://shimbashi-namikidori-dental.com/

中川歯科クリニック 中川　孝男 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 http://www.nakagawa-dental.jp

医療法人社団　伸正会　志賀歯科医院 志賀　泰昭 東京都文京区音羽1-23-22-2F 03-3941-5478 03-3941-5878 shiga-do@xf7.so-net.ne.jp http://www.shiga-dental.com/

ユニオン歯科医院 塩路　昌吾 東京都渋谷区恵比寿南1-2-10　ユニオンビル303 03-3710-7088 03-3710-7071 unionden@sa6.gyao.ne.jp http://union-dc.com

医療法人祐清会加藤歯科 加藤　英治 東京都目黒区上目黒1-26-1 ANNEX2F 209 03-3714-1313 03-3714-1515 kt.lifelong@gmail.com http://www.implant-kato.com

藤井歯科医院 藤井　俊治 神奈川県足柄上郡山北町向原2038 0465-75-0096 ― ― ―

（医）秀栄会 コシ毛利台歯科 輿　秀利 神奈川県厚木市毛利台2-2-18 046-247-5433 046-248-6639 koshi@koshidental.com ―

歯科榎本医院 榎本　紘昭 新潟県三条市一ノ門2-8-15 0256-32-1522 0256-35-1088 enomoto-dental@proot.ocn.ne.jp ―

古屋歯科医院 古屋　延明 山梨県甲府市住吉4-6-3 055-232-7456 055-232-7456 ― http://www.furuya-dc.com

担当医が診療中であいにく電話に出られない場合がありますが、その際は再度ご連絡のほどよろしくお願いいたします。

北海道大学大学院歯学研究科口腔機能補綴学教室

なお、ご相談は有料となります。

横山　敦郎 北海道札幌市北区北13条西7丁目 011-706-4270 011-706-4903 oralfuncpros@den.hokudai.ac.jp

その際に、学会ホームページを見て相談の連絡をした旨をお伝えください。そこで予約をお取りになられてからご来院いただくようお願いいたします。
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▼関東・甲信越支部

　○大学系

大学名 担当者 住所 TEL FAX E-mail HP

日本歯科大学附属病院
口腔インプラント診療科

小倉　晋
山田　麻衣子
石井　通勇

東京都千代田区富士見2-3-16 03-3261-4764 03-3261-5643 implant@tky.ndu.ac.jp http://www.dent-hosp.ndu.ac.jp

昭和大学歯科病院
宗像　源博
佐藤　大輔
山口　菊江

東京都大田区北千束2-1-1 03-3787-1151 03-3784-6330 munakata@dent.showa-u.ac.jp ―

東京医科歯科大学歯学部附属病院
インプラント外来

春日井　昇平
塩田　真
立川　敬子

東京都文京区湯島1-5-45 03-5803-5773 03-5803-5934 kas.mfc@tmd.ac.jp http://www.tmd.ac.jp/denthospital/index.html

東京歯科大学附属病院　口腔インプラント科 本間　慎也 千代田区三崎町2-9-18 03-5275-1760 ― ― ―

日本大学松戸歯学部附属病院
口腔インプラント科

村上　洋
玉木　大之
井下田繁子

千葉県松戸市栄町西2-870-1 047-360-7111 ― ― ―

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

嶋田　淳
龍田　恒康
園川卓哉

埼玉県坂戸市けやき台1-1 049-285-5511 049-286-6248 shimadajin@mac.com www.meikai.ac.jp/hospital/

埼玉医科大学総合医療センター 歯科口腔外科 金子　貴広 埼玉県川越市鴨田1981 049-228-3687 049-225-1677 t_kaneko@saitama-med.ac.jp http://www.kawagoe.saitama-med.ac.jp/

鶴見大学歯学部附属病院
インプラントセンター

大久保　力廣
小久保　裕司
鈴木恭典

神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3 045-580-8423 045-573-9599 byouinjimu@tsurumi-u.ac.jp https://www.tsurumi-u.ac.jp/site/dental-hospital/

神奈川歯科大学附属病横浜クリニック 児玉　利朗 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6 045-313-4019 ― ― ―

日本歯科大学新潟病院
口腔インプラント科

渡邉　文彦
廣安　一彦
上田　一彦

新潟県新潟市中央区浜浦町1-8 025-267-1500 025-231-0231 implant@ngt.ndu.ac.jp https://www.ngt.ndu.ac.jp/hospital/

新潟大学医歯学総合病院　インプラント治療部
魚島　勝美
荒井　良明

新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地 025-223-6161 （代表） ― https://www.nuh.niigata-u.ac.jp/

松本歯科大学病院　口腔インプラント科 植田　章夫 長野県塩尻市広丘郷原1780 0263-51-2377 ― akio.ueda@mdu.ac.jp https://www.mdu.ac.jp

信州大学医学部附属病院　特殊歯科・口腔外科 栗田　浩 長野県松本市旭3-1-1 0263-35-4600 （病院代表） hkurita@shinshu-u.ac.jp https://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp

▼中部支部

　○臨床系

医院名 担当者 住所 TEL FAX E-mail HP

（医）山口歯科医院 山口　陽道 静岡県浜松市中区小豆餅3-23-5 053-437-8277 053-438-2015 y.youdou@uv.tnc.ne.jp ―

アピカ歯科医院 梶本　忠保 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 ―

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

医療法人メディカルアート　中央歯科クリニック 安藤　雅康 愛知県江南市古知野町千丸228 第1中央ビル1Ｆ 0587-55-0648 0587-54-0824 m.ando@d8.dion.ne.jp http://www.chuo-shika.com

医療法人　葉山会　葉山歯科 小松　晋一 愛知県名古屋市緑区鳴海町本町58 052-623-0451 052-623-1607 ― ―

伊藤歯科 伊藤　幸司 三重県伊勢市船江1-5-59 0596-29-2020 0596-29-2029 ― ―

▼中部支部

　○大学系

大学名 担当者 住所 TEL FAX E-mail HP

愛知学院大学歯学部附属病院　口腔インプラント科
村上　弘
加藤大輔
宮前　真

愛知県名古屋市千種区末盛通り2-11 052-759-2123 ― ― http://hospital.dent.aichi-gakuin.ac.jp

朝日大学医科歯科医療センター口腔インプラント科
中本　哲自
永原　國央
田辺　俊一郎

岐阜県瑞穂市穂積1851-1 058-329-1463 058-329-1469 ― ―

▼近畿・北陸支部

　○臨床系

医院名 担当者 住所 TEL FAX E-mail HP

医療法人社団 溝口デンタルオフィス 溝口 　尚 石川県金沢市片町1-4-18 TalkタテマチBld.2F.3F.4F.5F 076-221-0162 076-221-0152 mizodent@estate.ocn.ne.jp http://www.mizo-dental.com

山田歯科医院 山田　真樹 富山県高岡市本丸町13-39 0766-25-0073 0766-26-0705 maya@lapis.plala.or.jp http://www.e-ha-dent.com

（医）福正会　はやし歯科医院 林 　正人 福井県福井市花堂南1-11-34 0776-33-1118 0776-33-0850 ― ―

二町中西歯科医院 中西　功 滋賀県守山市二町町216-3 077-514-0020 077-514-0021 ― ―

山上歯科診療所 山上　哲贒 京都市下京区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@mgj.biglobe.ne.jp ―

友紘会総合病院　歯科・口腔外科 涌本　昇 大阪府茨木市西豊川町25-1 072-641-2488 072-641-3544 noboru@sa2.so-net.ne.jp http://www.yukoukai.com/

江原歯科医院 江原　雄二 大阪市西区南堀江1-15-12 06-6533-3456 06-6533-3333 info@ehara-dental.com ―

大阪口腔インプラント研究会 阪本　貴司 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル2F 06-6744-1305 06-6744-7735 ― http://www.osaka-implant.com

くぼ歯科 久保　茂正 大阪府和泉市弥生町3-16-4 0725-44-6801 ― ― http://www.dental-kubo.com

（医）白亜会 小室歯科近鉄あべのハルカス診療所 小室　暁
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本
店　ウイング館8階

― 06-6623-8858 akomuro@komuro-dental.com http://www.komuro-dental.com

中谷歯科医院 堀内　克啓 奈良県五條市野原西4-11-3 0747-22-2446 0747-22-4580 k.hori@d5.dion.ne.jp http://www.nakatani-dc.jp/

紀和歯科医院 市川　博彰 和歌山県和歌山市和歌浦東3-1-21 073-441-7018 073-441-7011 kiwadentalclinic@gmail.com ―

▼近畿・北陸支部
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　○大学系

大学名 担当者 住所 TEL FAX E-mail HP

大阪歯科大学附属病院口腔インプラント科
武田　吉裕
草野　薫
馬場　俊輔

大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 06-6910-1520 06-6910-1048 imp@cc.osaka-dent.ac.jp http://www.osaka-dent.ac.jp/ip

大阪大学歯学部附属病院 
中野　環
小野　真司
和田　誠大

大阪府吹田市山田丘1-8 06-6879-5111 ― ― ―

大阪医科大学付属病院 植野　高章 大阪府高槻市大学町2-7 072-683-1221 ― ― ―

京都大学医学部附属病院歯科口腔外科 別所　和久 京都府京都市左京区聖護院小川町54 075-751-3729 075-751-4550 ― ―

滋賀医科大学医学部付属病院
歯科口腔外科

山本　学
町田好聡

滋賀県大津市瀬田月輪町 077-548-2583 077-548-2578 hqoral@belle.shiga-med.ac.jp http://shiga-oralsurgery.com

兵庫医科大学病院歯科口腔外科
岸本　裕充
高岡　一樹

兵庫県西宮市武庫川町1-1 0798-45-6670 0798-45-6679 ― ―

富山大学附属病院歯科口腔外科 野口　誠 富山県富山市杉谷2630 076-434-2281 076-434-5041 ― ―

▼中国・四国支部

　○臨床系

医院名 担当者 住所 TEL FAX E-mail HP

オリーブファミリーデンタルクリニック 荒川　光 岡山県岡山市北区東古松504-3 086-221-7200 086-221-7731 ― ―

（医）ティース　プラザ歯科 岸　民祐 広島県広島市中区中町6-30 082-541-7718 082-541-7719 plaza@ccv.ne.jp http://www.plaza-d.jp

山根歯科医院 山根　 進 山口県宇部市常盤町2-5-25 0836-21-5512 0836-22-1370 susumuya@c-able.ne.jp http://www.yamanedental.jp

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

医療法人社団新樹会　豊嶋歯科医院 豊嶋　健史 香川県高松市古新町5-1 087-822-6575 ― ― www.toyoshima-dc.or.jp

古味歯科医院 古味　伸一 愛媛県西条市壬生川92-5 0898-64-2111 0898-64-2111 komisika@liliy.ocn.ne.jp http://www.komisika.com

医療法人 翠松会 こまつ歯科クリニック 小松　 史 高知県高知市介良乙1004-20 088-860-0411 088-860-0413 k.d.c.office@tune.ocn.ne.jp http://www.komatsu-dc.net

▼中国・四国支部

　○大学系

大学名 担当者 住所 TEL FAX E-mail HP

広島大学病院口腔インプラントセンター 武知　正晃 広島県広島市南区霞1-2-3 082-257-5555 ― ― ―

岡山大学病院デンタルインプラントセンター 窪木　拓男 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
086-235-6682
086-235-6684

086-235-6684 ― ―

徳島大学病院　口腔インプラントセンター 友竹　偉則 徳島県徳島市蔵本町3-18-15 088-633-7370 088-633-7497 ― ―

香川大学医学部付属病院歯・顎・口腔外科 三宅　実 香川県木田郡三木町池戸1750-1 087-891-2227 087-891-2228 dent@med.kagawa-u.ac.jp
http://www.med.kagawa-
u.ac.jp/hosp/shinryoka/koukugeka/

▼九州支部

　○臨床系

医院名 担当者 住所 TEL FAX E-mail HP

ばば歯科クリニック 馬場　正英 福岡県福岡市早良区百道浜2-1-22　福岡SRPｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F 092-852-3422 092-852-3423 infobabadc@gmail.com http://www.baba-dc.jp

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

医）皓徳会　中川歯科医院 中川　晃成 佐賀県鳥梄市曽根崎町2377 0942-87-3558 0942-87-3559 ― http://www.nakagawadental.jp

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 0956-34-7003 sasebo@sasebo.or.jp http://dental-japan.com

医療法人伊東会　伊東歯科口腔病院 吉武　博美 熊本県熊本市中央区子飼本町4-14 096-343-0377 096-341-1130 dent-maxi.hosp@itoh-dh.or.jp http://www.itoh-dh.or.jp

大森歯科医院 大森　桂二 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋1347-1 0983-23-4178 0983-23-4170 hanano-d@muse.ocn.ne.jp ―

丸谷歯科 丸谷　和弘 鹿児島県鹿児島市山田町2936番地5 099-284-7177 099-284-7178 ― ―

赤崎歯科 赤崎　 栄 沖縄県那覇市泊3-5-12 098-867-7077 098-862-1847 akasaki@nirai.ne.jp http://www.akasakishika.com/

▼九州支部

　○大学系

大学名 担当者 住所 TEL FAX E-mail HP

九州歯科大学附属病院口腔インプラント科
細川　隆司
正木　千尋

福岡県北九州市小倉北区真鶴2-6-1 093-285-3100 093-592-3230 orr@kyu-dent.ac.jp https://www..kyu-dent.ac.jp/hospital/

九州大学病院　再生歯科・インプラントセンター 松下　恭之 福岡県福岡市東区馬出3-1-1 092-642-6361 092-642-6387 matsushi@dent.kyushu-u.ac.jp ―

福岡歯科大学医科歯科総合病院
口腔インプラント科

城戸　寛史
加倉　加恵
森永　健三

福岡県福岡市早良区田村2-15-1 092-801-0411 092-801-0513 hkido@college.fdcnet.ac.jp http://fdcnet.ac.jp/hos

佐賀大学医学部
歯科口腔外科学講座

山下　佳雄
壇上　敦

佐賀県佐賀市鍋島5-1-1 0952-34-2397 0952-34-2044 yamashy2@cc.saga-u.ac.jp http://www.saga-u-oms.jp/

長崎大学病院口腔顎顔面インプラントセンター
澤瀬　隆
尾立　哲郎

長崎県長崎市坂本1-7-1 095-819-7744 095-819-7689 24kyusyu_impl@ml.nagasaki-u.ac.jp http://www.de.nagasaki-u.ac.jp/clocuji/ap

鹿児島大学大学院歯科学総合研究科
口腔顎顔面補綴額分野

西村　正宏 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8-35-1 099-275-6595 ― hotetu02@d1.dent.kagoshima-u.ac.jp
https://w3.hal.kagoshima-
u.ac.jp/dental/prostho2/implant.html
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