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登録No. 機関名 代表者名

1 北海道医療大学　歯科クリニック 飯嶋　雅弘

2 北海道大学病院　咬合系歯科　矯正歯科 佐藤　嘉晃

3 岩手医科大学附属病院歯科医療センター・矯正歯科 佐藤　和朗

4 東北大学病院・矯正歯科 溝口　到

5 東北大学病院　顎口腔機能治療部 五十嵐　薫

6 奥羽大学歯学部附属病院 矯正・小児歯科 福井　和徳

7
新潟大学医歯学総合病院
矯正・小児系歯科　矯正歯科

齋藤　功

8 日本歯科大学新潟病院・矯正歯科 遠藤　敏哉

9 松本歯科大学歯科矯正学講座 岡藤　範正

10 明海大学歯学部付属明海大学病院矯正歯科 須田　直人

11 日本大学松戸歯学部付属病院・矯正歯科 葛西　一貴

12
東京医科歯科大学　歯学部附属病院
育成系診療科　矯正歯科外来（咬合機能矯正学分野）

小野　卓史

13
東京医科歯科大学歯学部附属病院
矯正歯科外来（顎顔面矯正学分野）

森山　啓司

14 東京歯科大学千葉歯科医療センター　矯正歯科 西井　康

15
日本歯科大学附属病院
矯正歯科

新井　一仁

16 日本大学歯学部付属歯科病院歯科矯正科 本吉　満

17 昭和大学歯科病院・矯正歯科 槇　宏太郎

18 鶴見大学歯学部附属病院　矯正科 友成　博

19 神奈川歯科大学附属病院・矯正歯科 不島　健持

20 愛知学院大学歯学部附属病院矯正歯科 後藤　滋巳

21 朝日大学医科歯科医療センター矯正歯科 北井　則行

22 大阪大学歯学部附属病院　矯正科 山城　隆

23 大阪歯科大学附属病院矯正歯科 松本　尚之

24 岡山大学病院 矯正歯科 上岡　寛

25 広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科 谷本　幸太郎

26 徳島大学病院　矯正歯科 田中　栄二

27 九州歯科大学附属病院・矯正歯科 川元　龍夫

28 九州大学病院口腔保健科矯正歯科 高橋　一郎

29 福岡歯科大学医科歯科総合病院・矯正歯科 玉置　幸雄

30 長崎大学病院矯正歯科 吉田 教明

31 鹿児島大学病院 宮脇　正一
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101 こいけ矯正歯科 小池　浩夫

103 いいじま矯正歯科 飯島　重樹

104 渡辺矯正歯科 渡辺　和也

105 医療法人　布川矯正歯科 布川　隆三

106 医療法人社団　矯和会　吉野矯正歯科 吉野　成史

108 医療法人　マインド会　よしかわ矯正歯科クリニック 吉川　仁育

109 ファミリア歯科矯正 大塚　亮

110 めいゆう矯正歯科 陳　明裕

111 矯正歯科：洗足スクエア歯科医院 小澤　浩之

112 アリビオ矯正歯科クリニック 久保田　雅人

113 北總矯正歯科医院 北總 征男

114 医療法人社団　カノミ矯正・小児歯科クリニック 嘉ノ海　龍三

115 医療法人　三美会　のぶしま矯正歯科 延島　ひろみ

116 いなげ矯正歯科医院 稲毛　滋自

117 横川矯正歯科 横川　早苗

118 永田矯正歯科医院 永田　賢司

119 鎌田歯科矯正クリニック 鎌田　正毅

120 中尾矯正歯科医院 中尾　誠

121 （医）宇津矯正歯科医院 宇津　照久

123 医療法人社団　浅井矯正歯科 浅井　保彦

124 医療法人　金山矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 田中　進平

125 きくち矯正歯科 菊地　誠

126 大浦矯正歯科医院 大浦　寿哉

128 ユアーズ矯正歯科 久保田　隆朗

129 中西矯正歯科 中西　洋介

130 さとう矯正歯科 佐藤　俊仁

131 医療法人社団　タカハシ矯正歯科 高橋　洋樹

132 島田矯正歯科クリニック 島田　正

133 高田歯科・矯正歯科医院 高田　保之

135 医療法人　愛岡会　神野歯科矯正 神野　時有

136 おかざき矯正歯科クリニック 岡崎　恵一郎

137 ヤマヂ歯科クリニック 山地　正樹

138 医療法人　相和会　ほりい矯正歯科クリニック 堀井　和宏

139 ヤマダ矯正歯科 山田　尋士

140 くしま矯正歯科 久島　和彦

141 医療法人社団　田隅矯正歯科クリニック 田隅　泰三

142 永井矯正歯科医院 永井　宏人

143 やまだ矯正歯科 山田　晃弘

145 医療法人社団　大坪矯正歯科医院 大坪　邦彦

146 医療法人社団　真友会　矢野矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 矢野　由人
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147 医療法人社団　敬榮会　藤城矯正歯科 藤城　康二

148 渡辺矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ・矯正歯科 渡辺　洋一

149 ひまわり矯正歯科 近藤　裕敏

150 医療法人　瑞翔会　浅見矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 浅見　勲

151 医療法人社団　かさい矯正歯科 上地　潤

152 医療法人伊東会　伊東歯科口腔病院  顎・顔面・歯列矯正センター 伊東　隆三

153 すずき矯正歯科 鈴木　敏正

154 いしわた矯正歯科 石渡　靖夫

155 みむら矯正歯科 三村　博

156 医療法人社団　亀井矯正歯科医院 亀井　照明

158 医療法人社団　沢矯正歯科医院 澤　秀一郎

159 近川矯正歯科クリニック 近川　美喜子

160 北大前矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 工藤　章修

162 はんだ矯正歯科医院 半田　秀穂

163 榛原総合病院・　矯正歯科 中川　史彦

164 いけもり矯正歯科 池森　由幸

165 花岡矯正歯科クリニック 花岡　宏

166 古谷矯正歯科 古谷　直樹

167 すずき矯正歯科 鈴木　弘之

168 かわごえ矯正歯科医院 川越　仁

169 医療法人　大明会 中村歯科医院 中村　克美

170 医療法人社団日本整美会　整美会矯正歯科クリニック 米山　和伸

172 ソフィア歯列矯正歯科医院 島本　和則

173 酒井矯正歯科クリニック 酒井　優

174 日本矯正歯科研究所附属デンタルクリニック 佐藤　元彦

175 医療法人　健秀会　清水矯正歯科医院 清水　秀彦

176 しもだ矯正歯科クリニック 下田　哲也

177 内田矯正歯科クリニック 内田　慎也

178 ふかわ矯正歯科 府川　俊彦

179 医療法人社団　 晋和会　市川矯正歯科医院 村松　裕之

180 中久木矯正歯科センター 中久木　正俊

181 医療法人社団　前田矯正歯科クリニック 前田　眞琴

182 あらかわ歯科・矯正歯科クリニック 荒川　周幸

183 天野矯正歯科 天野　憲人

186 アーク矯正歯科 佐藤　國彦

187 医療法人社団　矯美会　小坂矯正歯科 小坂　肇　

188 古賀矯正歯科クリニック 古賀　正忠

190 三木矯正歯科 三木　正夫

191 土持矯正歯科医院 土持　正

192 医療法人　デンタル・アート　犬童矯正歯科クリニック 犬童　寛治
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193 きむ矯正歯科医院 金　漢俊

194 岩崎矯正歯科 岩崎　利員

195 医療法人社団　赤坂まつの矯正歯科 松野　功

196 アルファ矯正歯科 野間　秀郎

198 歯科矯正　髙木クリニック 髙木　繁實

199 浜中矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 濵中　康弘

200 宮川矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 宮川　泰郎

202 医療法人　こまき矯正歯科 飯田　資浩

203 医療法人社団　福増矯正歯科 福増　栄里子

204 大浦矯正歯科医院 大浦　好章

205 ユニオルソ矯正歯科 篠原　親

206 足立矯正歯科 足立　敏

207 曽矢矯正歯科クリニック 曽矢　猛美

208 ささくら矯正歯科クリニック 篠倉　均

210 医療法人　葉山会　葉山歯科医院第二診療所　小松矯正歯科 小松　真佐子

211 O-Smile きただ矯正歯科 来田　里衣子

212 海部津島たんぽぽ矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 永縄　貴

213 医療法人　月星歯科クリニック 月星　光博

214 岡矯正歯科 岡　健治

216 医療法人菅沼矯正歯科 菅沼　與明　

217 医療法人　矯英会　サトウ・ヤスナガ矯正歯科クリニック 佐藤　英彦

218 矯正歯科 石井クリニック 石井　一裕

219 医療法人　熊本歯列矯正センター　池上矯正歯科クリニック 池上　富雄

220 医療法人　ハート　樋口矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 河合　悟

221 医療法人社団　進美会　大川矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 大川　覚

222 アルファ矯正歯科クリニック 木内　一弘

223 ヒルサイドビュー矯正歯科 池田　和己

224 新倉歯科医院矯正歯科 新倉　良一

225 あさひ矯正歯科医院 隅田　能英

227 駅前矯正歯科 山下　和夫

228 医療法人　水野矯正歯科医院 水野　均

229 医療法人社団　四誓会　尾崎矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 尾﨑　武正

231 医療法人　アイデアルアーチ　二宮矯正歯科医院 二宮　隆

232 筒井歯科・矯正歯科医院 筒井　照子

233 永田矯正歯科 永田　裕保

234 高橋矯正歯科医院 高橋　滋樹

236 医療法人　矯永会　ながやま矯正歯科クリニック 永山　純一郎

237 のむら矯正歯科 野村　泰世

238 医療法人　双葉会　中川矯正歯科 中川　浩一

239 医療法人社団　カムカム矯正・小児歯科 丹羽　敏勝
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240 医療法人社団　新井矯正歯科 新井　茂

241 和田矯正歯科 和田　昌久

242 シライ矯正歯科クリニック 白井　英俊

243 TF栄矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 根来　武史

244 なかむら矯正歯科 中村　理枝

245 うえき矯正歯科クリニック 上木　康文

246 松原矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 松原　進

247 医療法人社団　建嗑会　ふなき矯正歯科 舩木　純三

248 医療法人社団　清峰会　フカワ矯正歯科医院 府川　彰久

250 ひらき矯正歯科 平木　建史

251 医療法人社団　よこやま矯正歯科 横山　一徳

252 香川矯正歯科医院 香川　正之

253 まゆみ矯正歯科医院 斎藤　誠弓

254 林歯科矯正歯科医院 林　宏己

255 横関矯正歯科クリニック 横関　雅彦

256 医療法人社団　ふかさわ矯正歯科クリニック 深沢　裕文

257 さわだ矯正歯科クリニック 澤田　大介

258 医療法人社団　保田矯正歯科 保田　好隆

259 医療法人　森川矯正歯科クリニック 森川 泰

260 医療法人社団　おぎの矯正歯科 荻野　茂

261 東京歯科大学　水道橋病院矯正歯科 片田　英憲

263 神奈川歯科大学　附属横浜クリニック・矯正歯科 小野崎　純

265 西大寺・高橋矯正歯科 髙橋　一朗

267 大分岡病院 小椋　幹記

268 イノウエ矯正歯科 井上　裕子

270 いなみ矯正歯科 居波　徹

271 矯正歯科伴クリニック 伴　美津枝

274 古川民主病院歯科クリニック 河内　満彦（歯科所長）

275 みわ矯正歯科医院 大村　由美子

276 せき矯正歯科医院 関　康弘

277 みちだ矯正小児歯科 道田　寿彦

278 つか矯正歯科 柄　博治

279 こせき矯正歯科 小跡　清隆

281 根津矯正歯科クリニック 根津　浩

282 ナカジマ矯正歯科クリニック 中島　祥博

283 吉本矯正歯科 吉本　彰宏

284 たまプラーザ　どう矯正歯科 堂　信夫

285 あらかわ矯正歯科 荒川　幸雄

287 ひろ国立矯正歯科クリニック 渡辺　浩幸

288 医療法人社団　宇治矯正歯科クリニック 宇治　正光
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290 ふじやま矯正歯科クリニック 藤山　光治

291 医療法人ハヤの会　田中矯正歯科 田中　巽

292 北海道医療大学病院・歯科・矯正歯科 山崎　敦永

293 医療法人社団　スマイルクリエート神宮前矯正歯科 斉宮　康寛

294 瓦町矯正歯科 高橋　巧

295
宮崎大学医学部附属病院　歯科口腔外科・矯正歯科
口唇口蓋裂・口腔育成センター

永田　順子

296 医療法人社団ＯＭＳこうざき歯列矯正クリニック 神崎　寛人

297 医療法人社団 みふみ会 吉井矯正歯科クリニック 吉井　修

298 医療法人  さいとう矯正歯科クリニック 斎藤　伸雄

299 つくば毛利矯正歯科 毛利　環

300 てらお矯正歯科 寺尾 牧

302 伊藤矯正歯科クリニック 伊藤　智恵

303 アポロ歯科・矯正歯科 大久保　俊彦

304 香川矯正歯科クリニック 香川　国和

305 大牟禮矯正歯科クリニック 大牟禮治人

306 しんゆり矯正歯科 栄枝　浩介

307 医療法人社団 章学会　神原矯正歯科 神原　章

308 医療法人社団邦英会　JOY矯正歯科クリニック 福山　英治

309 医療法人社団　健康会　仙台青葉クリニック 桃野　秀樹

310 かたおか矯正歯科医院 片岡　護

311 医療法人　武蔵小杉矯正歯科 荻原　祐二

312 医療法人　ひめの矯正歯科クリニック 姫野　良祐

313 東戸塚　たいらく矯正歯科 平久　忠輝

314 医療法人社団矯晶会　杉山矯正歯科 杉山　晶二

315 医療法人社団　理惇会　宮崎台やすい矯正歯科クリニック 安井　正紀

316 下北沢矯正歯科 寺島　多実子

317 スマイル矯正歯科 中村　桂子

318 おおうち矯正歯科小児歯科クリニック 大内　仁守

319 医療法人　深井矯正歯科クリニック 深井　統久

320 村木矯正歯科クリニック 村木　一規

321 医療法人山脇会　あおい矯正歯科 本田　領

323 医療法人　日進会　名古屋矯正歯科診療所 佐奈　正敏

325 医療法人社団矯栄会　広瀬矯正歯科 広瀬　圭三

327 あいがせ矯正歯科 鮎瀬　節子

328 医療法人社団　凛湘会　さいとう矯正歯科医院 齋藤　康雄

329 医療法人　中本矯正歯科 中本　清嗣

330 みやざき矯正歯科医院 宮崎　孝明

331 矯正歯科みねた 峰田　雅章

332 医療法人　カトウ矯正歯科 加藤　敬三

333 いしかわ矯正歯科 石川　剛



2020.1月

登録No. 機関名 代表者名

日本矯正歯科学会　臨床研修機関指定施設一覧

334 いぬづか矯正歯科 犬束　信一

335 今村矯正歯科 今村　雅郎

336 正木矯正歯科 正木　隆行

337 医療法人社団　木の実会　さとみ矯正歯科クリニック 里見　優

338 れんしゃ矯正歯科 蓮舎　寛樹

339 あかつき矯正歯科クリニック 臼井　暁昭

340 医療法人社団　至誠会　竹元矯正歯科 竹元　京人

341 医療法人　山内歯科・矯正歯科 山内　積

342 医療法人社団スマイルオン　スマイルオン矯正歯科 篠原　範行

343 成城矯正歯科クリニック 木下　巖

344 歯科矯正ちどり歯科医院 山田　秀樹

346 LEAF矯正歯科 福岡　逸人

347 宮崎矯正歯科 宮﨑　顕道

348 医療法人社団　アサヒ矯正歯科 廣澤　知之

349 矯正歯科　医療法人社団お茶の水会 小石川矯正歯科クリニック 平出　隆俊

350 医療法人　ドモン矯正歯科 土門　明哉

351 はやかわ矯正歯科 早川　進一

352 おばた矯正歯科クリニック 小幡　明彦

353 自治医科大学附属病院歯科口腔外科 森　良之

354 王子みのうら矯正歯科 箕浦　雄介

356 医療法人健成会　こんどう矯正歯科 近藤　成智

357 医療法人社団　吉田矯正歯科クリニック 吉田　建美

358 たぶち矯正歯科医院 田淵　美佐

359 きょうばし矯正歯科クリニック 永木　恵美子

360 医療法人清佳会　おがわ矯正歯科・歯科 小川　清隆

361 西村矯正歯科クリニック. 西村　真

362 そのこ矯正歯科 奥橋　園子

363 医療法人社団　おだいら矯正歯科 小平　安彦

364 神原歯科矯正クリニック 神原　敏之

365 田中矯正歯科 田中　千元

366 なかむらばしデンタルクリニック 堀　　正裕

367 洋光台矯正歯科 北村　　裕

368 矯正歯科たかぎ・クリニック 髙木　豊明

369 分山矯正歯科クリニック 分山　英次

370 医療法人社団グッドスマイル会 ささき矯正歯科 佐々木　祥隆

371 田村矯正歯科 田村　元

372 オレフィス矯正歯科 青木　泰樹

373 医療法人社団 ユニ矯正歯科クリニック 茶谷　仁史

374 ひらの矯正歯科クリニック 平野　武弘

375 あらがき矯正歯科 荒垣　芳元

376 ふしみ矯正歯科 高橋　直行

377 ワダ矯正歯科 和田　博嗣
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378 田島歯科矯正口腔外科クリニック 田島　寛廸

379 フォレスト歯科矯正歯科 森田　憲司

380 柳田矯正歯科かなこ小児歯科クリニック 柳田　剛志

381 医療法人社団　友成会　タマガワ矯正歯科クリニック 玉川　幸二

382 岡下矯正歯科 岡下　慎太郎

383 医療法人社団 赤羽矯正歯科 濵野　晶子

384 医療法人社団 　かわばた矯正歯科 川端　庄一郎

385 明海大学PDI浦安歯科診療所 下島　孝裕


