千葉市歯科医師認知症対応力向上研修修了者一覧（令和４年３月末時点）

＜中央区＞
歯科医院名

診療所住所

氏名

診療所電話番号

愛保歯科医院

千葉市中央区本町1-3-1

宍倉 邦明

043-222-4329

旭町歯科医院

千葉市中央区旭町19-10

大木 保秀

043-224-1615

内山歯科医院

千葉市中央区新千葉2-18-4

盛永 智子

043-241-2019

小川歯科医院

千葉市中央区仁戸名町553-4

小川 卓也

043-261-1603

かおる歯科

千葉市中央区弁天2-23-1 弁天プラザ1Ｆ

保科 薫

043-253-9486

金杉歯科医院

千葉市中央区富士見2-12-2

金杉 英樹

043-201-2507

金杉歯科医院

千葉市中央区富士見2-12-2

髙島 理恵子 043-201-2507

喜多詰歯科診療所

千葉市中央区栄町40-13

喜多詰 規雄 043-222-5448

小林歯科医院

千葉市中央区新宿2-5-12

荒井 泰子

043-246-7738

小峯歯科医院

千葉市中央区汐見ケ丘町9-7

小峯 久直

043-241-2515

小山歯科医院

千葉市中央区南町2-11-1

小山 喜也

043-208-2525

坂口歯科医院

千葉市中央区春日1-20-5

坂口 豊

043-242-5076

坂口歯科医院

千葉市中央区春日1-20-5

稲毛 恵

043-242-5076

鈴木歯科医院

千葉市中央区長洲1-26-10

鈴木 伸宏

043-222-4574

鷲見医院歯科

千葉市中央区今井2-7-9

鷲見 隆仁

043-266-4325

セントラル歯科医院

千葉市中央区生実町931-15

奥仲 伸弥

043-268-3116

そがさくら歯科

千葉市中央区宮崎町731-1-103

都丸 誠

043-268-0345

高原歯科医院

千葉市中央区星久喜町1162-16

高原 正明

043-261-3762

滝沢歯科医院

千葉市中央区東千葉1-5-7

滝沢 博道

043-287-0058

たきもと歯科・矯正歯科

千葉市中央区新町19-11

瀧本 正行

043-247-3306

たけい歯科

千葉市中央区千葉寺町310-1

武井 祐一

043-266-3334

鶴沢歯科クリニック

千葉市中央区鶴沢町14-5

鶴岡 守人

043-301-3015

デンタルクリニックTMP

千葉市中央区長洲1-22-2-201

藤岡 隼

043-307-8585

道場歯科医院

千葉市中央区道場北2-11-11

小川 亮一郎 043-222-8989

ナイスデンタルクリニック

千葉市中央区市場町2-13

加藤 佳宏

043-201-7133

中山歯科医院

千葉市中央区市場町9-19

中山 修一

043-222-4474

橋本歯科医院

千葉市中央区松波2-5-8

橋本 邦彦

043-251-8043

花輪歯科医院

千葉市中央区花輪町101-4

吉田 眞有美 043-263-8269

浜野歯科医院

千葉市中央区浜野町1398

村山 秀雄

043-264-7164

平山歯科医院

千葉市中央区中央3-12-3-2Ｆ

平山 明

043-223-0808

藤本歯科医院

千葉市中央区新宿1-25-2

藤本 修一

043-242-4650

藤本歯科長洲医院

千葉市中央区長洲2-20-17

藤本 俊男

043-225-2030

星野歯科クリニック

千葉市中央区椿森2-4-3

星野 浩之

043-251-4524

本間歯科医院

千葉市中央区中央3-9-10-102

本間 剛

043-222-8778

水谷歯科医院

千葉市中央区登戸2-14-5

水谷 哲夫

043-243-8211

南町歯科医院

千葉市中央区南町3-18-15

高橋 勇

043-265-1810

メイヨ歯科診療所

千葉市中央区中央1-1-1 小川ビル3F

平山 眞佐雄 043-224-6863

メイヨ歯科診療所

千葉市中央区中央1-1-1 小川ビル3F

戸村 洋

043-224-6863

めぐみ歯科医院

千葉市中央区白旗2-2-5

平田 千恵

043-264-3317

柳井歯科医院

千葉市中央区新宿2-12-7-2Ｆ

柳井 昌之

043-203-0418

矢部歯科医院

千葉市中央区松波2-13-18

矢部 仁

043-251-5821

やまぐち歯科

千葉市中央区千葉寺町1223-4

山口 靖

043-300-8148

わかばデンタルクリニック

千葉市中央区都町1059-15

朱 貞秀

043-233-7648

小林歯科医院

千葉市中央区富士見２－２５－１

浅井 澄人

043-222-4854

木村歯科

千葉市中央区祐光4-1-10

木村 敏之

043-227-0118

ホワイトデンタルクリニック

千葉市中央区南町2-5-10

関口 謙介

043-209-2121

水谷歯科医院

千葉市中央区登戸2-14-5

中島 真理子 043-243-8211

医療法人社団ともしび会MFデンタルクリニック

千葉市中央区新宿2-10-2MFビル2階

保田 靖

043-247-1021

すやま歯科

千葉市中央区千葉寺町1202-2-101

須山 裕昭

043-261-4182

坂口歯科医院

千葉市中央区春日1-20-5

鶴岡 秀一

043-242-5076

＜花見川区＞
歯科医院名

診療所住所

氏名

診療所電話番号

5丁目歯科クリニック

千葉市花見川区検見川町5-2292-5

齊藤 美紀

043-274-7157

6丁目いとう歯科

千葉市花見川区幕張本郷6-25-5

伊藤 博志

043-274-0590

あすか歯科医院

千葉市千葉市花見川区瑞穂3-1-1

菅 眞男

043-350-0120

荒井歯科医院

千葉市花見川区検見川町3-300-43

荒井 忍

043-304-5563

石川デンタルクリニック

千葉市花見川区幕張本郷7-41-9

石川 史子

043-275-7565

岡本歯科クリニック

千葉市花見川区畑町426-1-2Ｆ

岡本 恒一郎 043-275-1551

川崎歯科医院

千葉市花見川区幕張町6-273

川手 鮎美

043-272-8656

斎藤歯科クリニック

千葉市花見川区花園2-1-25 万仁ビル1F

齋藤 浩

043-275-2004

はなぞの歯科医院

花見川区花園1-9-18

藤原 淳

043-271-2261

田島歯科クリニック

千葉市花見川区三角町218-58

田島 和典

043-259-2258

つかさき歯科

千葉市花見川区さつきが丘2丁目2-22

塚崎 陽介

043-257-8444

モモデンタルクリニック

千葉市花見川区幕張本郷1-22-5 エスエスパレス1F

鈴木 直久

043-298-2882

横戸台歯科医院

千葉市花見川区横戸台15-3

和久田 尚

043-259-9044

リキ歯科

千葉市花見川区検見川町3-305-3

小川 力久

043-272-9811

和手歯科医院

千葉市花見川区幕張町5-150 宇梶ビル2F

小山 泰樹

043-272-7978

高木歯科医院

千葉市花見川区長作町1266-6

高木 知剛

043-216-0648

砂川歯科検見川医院

千葉市花見川区検見川町3-312-16

砂川 晋

043-272-7272

小野歯科医院

千葉市花見川区柏井1-1-32

小野 仁徳

043-259-6646

中村歯科医院

千葉市花見川区幕張本郷1-3-6 市原第一ﾋﾞﾙ201

中村 誠二

043-275-8900

歯科医院名

診療所住所

氏名

診療所電話番号

穴川3丁目歯科

千葉市稲毛区穴川3-1-22

鈴木 桃子

043-252-3520

穴川3丁目歯科

千葉市稲毛区穴川3-1-22

鈴木 良知

043-252-3520

アミーズ歯科クリニック

千葉市稲毛区小仲台6-14-7 FYSⅡﾋﾞﾙ2F

酒井 暁美

043-284-5574

有馬歯科医院

千葉市稲毛区小仲台4-7-10

有馬 健夫

043-255-4618

おおぞら歯科クリニック

千葉市稲毛区長沼原町731-17 フレスポ稲毛イーストモール1F

栁澤 武

043-322-1051

かずなか歯科クリニック

千葉市稲毛区山王町346-2

中村 一彦

043-424-3023

斉藤歯科医院

千葉市稲毛区穴川2-11-22

斉藤 浩司

043-252-1375

佐々小児歯科クリニック

千葉市稲毛区天台4-3-3-109

佐々 凉子

043-254-6480

せんげん通り歯科

千葉市稲毛区稲毛東2-16-31

小森 由幸

043-244-6482

千葉北歯科クリニック

千葉市稲毛区長沼原町782-1

小貫 和之

043-306-7710

千葉北歯科クリニック

千葉市稲毛区長沼原町782-1

小貫 典子

043-306-7710

千葉北歯科クリニック

千葉市稲毛区長沼原町782-1

小貫 満義

043-306-7710

照屋歯科医院

千葉市稲毛区黒砂1-17-7

照屋 善秀

043-247-5230

広沢歯科クリニック

千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F

廣澤 英夫

043-290-1200

文教通り歯科

千葉市稲毛区穴川2-4-1

三邉 メイ

043-285-2560

みどり歯科医院

千葉市稲毛区園生町1108-2-3Ｆ

本木 順

043-284-8543

諸隈歯科医院

千葉市稲毛区黒砂1-15-1

諸隈 正和

043-241-0431

和田歯科医院

千葉市稲毛区小仲台3-5-3

高 素妙

043-284-6761

永井歯科医院

千葉市稲毛区園生町138-8

永井 一宗

043-255-1778

高原歯科クリニック

千葉市稲毛区園生町392-7-1

高原 利幸

043-286-1122

三田歯科医院

千葉市稲毛区園生町146-7

三田 肇

043-284-8484

＜稲毛区＞

天台歯科医院

千葉市稲毛区天台5-1-16

石毛 直美

043-256-0558

天台歯科医院

千葉市稲毛区天台5-1-16

石毛 清雄

043-256-0558

柏台歯科医院

千葉市稲毛区園生町773-9

伊藤 雄介

043-251-6480

なかむら歯科

千葉市稲毛区園生町1111-1 1-C

中村 潤二

043-285-1108

三浦歯科医院

千葉市稲毛区小中台町1341-1-302

三浦 隆徳

043-256-6565

医療法人社団きぼう会ペリエ稲毛歯科

千葉市稲毛区稲毛東3-19-11-2階

平山 博邦

043-441-4618

＜若葉区＞
歯科医院名

診療所住所

氏名

診療所電話番号

エースデンタルクリニック

千葉市若葉区都賀2-10-13 第五都賀プラザ101

藤田 大幹

043-488-5082

小川歯科医院

千葉市若葉区みつわ台2-10-10

小川 育宏

043-284-9773

金子歯科医院

千葉市若葉区西都賀1-15-4 ヤマヨビル2F

金子 充人

043-287-5928

河野歯科医院

千葉市若葉区西都賀3-24-9

河野 晴夫

043-253-0262

武田歯科医院

千葉市若葉区千城台北3-7-20

武田 守禄

043-236-2539

田中歯科医院

千葉市若葉区都賀1-19-4

田中 建夫

043-233-3516

千城ファミリー歯科

千葉市若葉区千城台南1-2-4

中野 やよい

043-237-2118

野呂歯科クリニック

千葉市若葉区野呂町207

高岡 祐輔

043-228-6177

ひまわり歯科クリニック

若葉区中野町201-3

溝江 博志

043-372-6480

はせがわ歯科

千葉市若葉区桜木4-16-48

長谷川 一登 043-234-8241

丸山歯科医院

千葉市若葉区小倉町1668-8

丸山 仁

043-232-6318

みどり歯科

千葉市若葉区千城台西1-4-3

谷中 知子

043-237-8082

若葉歯科クリニック

千葉市若葉区都賀2-25-11

山田 正幸

043-234-2050

若松町歯科医院

千葉市若葉区若松町946-7-1Ｆ

水野 潔

043-424-2240

三愛歯科クリニック

千葉市若葉区小倉台6-26-8

川嶋 利男

043-235-3328

岡崎歯科医院

千葉市若葉区都賀3-9-1

岡崎 賢治

043-231-8194

大林歯科

千葉市若葉区千城台西1-36-1

大林 英美

043-237-1055

きんじょう歯科

千葉市若葉区みつわ台2-44-18

金城 敬枝

043-290-6480

歯科医院名

診療所住所

氏名

診療所電話番号

あすみが丘歯科クリニック

千葉市緑区あすみが丘1-23-8 緑川ビル1F

増田 純

043-294-8974

イオンおゆみ野JUN歯科クリニック

千葉市緑区おゆみ野南5-37-1

新野 良哉

043-309-7002

石原歯科医院

千葉市緑区あすみが丘1-18-4

石原 博人

043-205-6480

氏家歯科医院

千葉市緑区おゆみ野4-39-2

氏家 照幸

043-292-6474

学園前歯科クリニック

千葉市緑区おゆみ野中央1-18-4

織田 聖子

043-292-8989

学園前歯科クリニック

千葉市緑区おゆみ野中央1-18-4

江波戸 寛

043-292-8989

木屋歯科診療所

千葉市緑区越智町822-61

木屋 崇

043-294-5151

桐谷歯科医院

千葉市緑区あすみが丘4-21-2

桐谷 慎一

043-205-8040

佐久間歯科医院

千葉市緑区あすみが丘1-24-4

佐久間 千春 043-294-0382

しみず歯科クリニック

千葉市緑区誉田町1-139-4

清水 高士

043-291-8704

高村歯科医院

千葉市緑区おゆみ野中央7-18-3

高村 豪

043-292-4827

ひまわりデンタルオフィス

千葉市緑区誉田町2-24-1Ｆ

片岡 秀人

043-293-4187

昭和の森デンタルクリニック

千葉市緑区あすみが丘東2-19-5

上野 公照

043-205-5002

やすとデンタルオフィス

千葉市緑区おゆみ野中央2-3-1-2階

太田 泰人

043-309-4193

高村歯科医院

千葉市緑区おゆみ野中央7-18-3

高村 仁嘉

043-292-4807

栄友会 栄歯科医院

千葉市緑区誉田町2-7-7

花輪 好一

043-292-4133

＜緑区＞

＜美浜区＞
歯科医院名

診療所住所

氏名

診療所電話番号

いきいき歯科

千葉市美浜区真砂1-3-6 コーポマイウェイA101

田久保 智子 043-239-7737

いきいき歯科

千葉市美浜区真砂1-3-6 コーポマイウェイA101

岩淵 英正

043-239-7737

伊藤歯科医院

千葉市美浜区高洲3-2-18

伊藤 昌男

043-277-1597

エーデル歯科クリニック

千葉市美浜区真砂5-35-13

五味 夢大

043-279-1069

おだか小児歯科

千葉市美浜区幕張西2-7-16 1F

堀川 早苗

043-441-3786

けやき通り歯科クリニック

千葉市美浜区幸町1-14-3

斉藤 正英

043-245-0024

小宮歯科口腔外科

千葉市美浜区幸町1-20-7

小宮 一記

043-247-8883

小宮歯科口腔外科

千葉市美浜区幸町1-20-7

小宮 由紀

043-247-8883

幸町団地歯科

千葉市美浜区幸町2-9-1

金子 早知子 043-247-6480

佐々木歯科・口腔顎顔面ケアクリニックMAKUHARI

千葉市美浜区ひび野2-1-1 QVCスクエア1・2F

白井 朋之

043-296-5501

清水歯科医院

千葉市美浜区高洲1-22-23-2Ｆ

清水 準

043-270-2919

ジャスミン歯科クリニック

千葉市美浜区幸町2丁目17-1-101

丸山 勤

043-204-5648

とのぎ小児歯科

千葉市美浜区磯辺4-15-25

柴原 恵美子 043-278-5241

ハート歯科医院

千葉市美浜区真砂3-1-3-1Ｆ

岡田 学

043-298-8818

ほしな歯科

千葉市美浜区高浜1-11-1

保科 榮輝

043-248-2406

まえだ歯科

千葉市美浜区高洲1-16-75

前田 衣代

043-215-8241

前田歯科医院

千葉市美浜区真砂2-14-14

前田 達見

043-303-1855

やまざき歯科

千葉市美浜区高洲1-21-1 三基ビル2F

山崎 伸子

043-278-7117

こうず歯科医院

千葉市美浜区高洲1-16-3

江澤 康仁

043-247-4182

高橋歯科医院

千葉市美浜区磯辺7-17-15

高橋 正明

043-278-4182

幕張デンタルオフィス

千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデンマリブイースト2F荒木 大介

043-297-0187

東京歯科大学千葉歯科医療センター

千葉市美浜区真砂1-2-2

杉山 哲也

043-270-3915

東京歯科大学千葉歯科医療センター

千葉市美浜区真砂1-2-2

安岡 はるか 043-270-3915

東京歯科大学千葉歯科医療センター

千葉市美浜区真砂1-2-2

古川 丈博

043-270-3915

歯科医院名

診療所住所

氏名

診療所電話番号

鍜治口歯科医院

千葉市木更津市畑沢2-37-5

吉野 華苗

0438-36-5411

＜千葉市外＞

