
№ 施    設    名 責  任  者 所  在  地 指定年度

1 医療法人寛友会　浅賀歯科医院 浅賀　　寛 埼玉県越谷市 平成11年度
2 医療法人社団　未来会アツギトレリス歯科 青木　伯永 神奈川県厚木市 平成17年度
3 医療法人社団峯久会　あづま歯科医院 渡辺　　浩 東京都足立区 平成21年度
4 医療法人社団健望会　あらき歯科クリニック 荒木　　誠 千葉県松戸市 平成16年度
5 医療法人社団心誠会　あらき野歯科クリニック 水田　　勝 千葉県我孫子市 平成20年度
6 医療法人社団ひまわり　いいじま歯科医院 飯嶌　大典 東京都世田谷区 平成20年度
7 医療法人社団啓守会　飯田歯科医院 飯田　　亘 埼玉県ふじみ野市 平成13年度
8 いがらし歯科医院 五十嵐  三彦 栃木県宇都宮市 令和4年度
9 医療法人尚歯会　いさはい歯科医院 砂盃　　清 群馬県高崎市 平成18年度

10 医療法人社団明翔会　いしかわ歯科医院 田家　亮太郎 東京都練馬区 平成12年度
11 一之江歯科 清水　治彦 東京都江戸川区 平成20年度
12 医療法人社団大育会　いで歯科医院 井出　壹也 千葉県松戸市 平成24年度
13 医療法人　伊藤歯科医院 伊藤　泰司 愛媛県松山市 平成24年度
14 医療法人社団大志会　今井歯科EAST 冨田　裕理 埼玉県八潮市 平成23年度
15 医療法人社団十善会　いわせ歯科 岩瀬 　　治 千葉県香取市 平成21年度
16 医療法人社団育永会　氏家歯科 氏家　　久 東京都葛飾区 平成23年度
17 医療法人裕仁会　ウララ歯科クリニック 石井　敏裕 茨城県土浦市 平成18年度
18 医療法人社団 翼会ＭＩ総合歯科クリニック 岩本 麻也 静岡県駿東郡長泉町 令和4年度
19 老沼医院歯科 老沼　博一 千葉県柏市 平成21年度
20 医療法人社団双峰会　大久保歯科医院 大久保　純子 茨城県つくば市 平成23年度
21 医療法人社団藤記会　大久保歯科医院 大久保　敦子 茨城県つくば市 平成17年度
22 医療法人社団寿明会　おおむら歯科医院 大村　基守 埼玉県川口市 平成12年度
23 医療法人社団和晃会　大山歯科医院 大山　和次 千葉県鎌ヶ谷市 平成14年度
24 おがわ歯科クリニック 小川　恭央 埼玉県春日部市 平成23年度
25 医療法人社団雄清会　おだ歯科クリニック 小田　雄太郎 東京都江戸川区 平成24年度
26 柏クレイン総合歯科 鶴田　　正 千葉県柏市 平成23年度
27 柏の葉総合歯科 刈屋　陽子 千葉県柏市 令和4年度
28 医療法人宝歯会　かじわら歯科医院 梶原　浩喜 福岡県北九州市 平成20年度
29 医療法人社団誠歯会　加藤歯科クリニック 加藤　嘉哉 千葉県松戸市 平成22年度
30 医療法人　金尾好章歯科医院 金尾　好章 和歌山県和歌山市 平成13年度
31 釜崎歯科医院 釜崎　直人 千葉県柏市 平成26年度
32 医療法人桜青会　かみきたデンタルクリニック 上松　丈裕 青森県上北郡東北町 平成22年度
33 川名部歯科医院 川名部　大 東京都大田区 令和4年度
34 医療法人社団貞弘会　かわべ歯科 川邊　弘之 神奈川県川崎市 平成18年度
35 医療法人社団交心会　北原歯科医院 北原　喜芳 千葉県松戸市 平成21年度
36 医療法人社団義成会木村歯科診療所 木村　義昭 広島県福山市 令和4年度
37 医療法人天白会　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 平成20年度
38 医療法人社団Smiles　錦糸町駅ビル歯科クリニック 井田　聡子 東京都墨田区 平成21年度
39 医療法人緑和会草津グリーン歯科 吉岡　純希 滋賀県栗東市 令和4年度
40 医療法人社団大伸会　くま歯科医院 川名　剛之 埼玉県越谷市 平成24年度
41 医療法人社団皓歯会　ぐみょう今井歯科医院 今井　守夫 千葉県東金市 平成22年度
42 黒子歯科クリニック 黒子  光雄 東京都足立区 平成19年度
43 医療法人洋英会 けやき歯科医院 高橋　洋一 千葉県我孫子市 平成24年度
44 小泉歯科医院 小泉　一明 千葉県市原市 平成16年度
45 小泉歯科クリニック 小泉　　歩 埼玉県草加市 平成18年度
46 医療法人社団三進会　コスモス歯科診療所 崎山　宗紀 千葉県鎌ヶ谷市 平成20年度
47 五味歯科医院 五味　博之 千葉県柏市 平成18年度
48 医療法人社団　さくま歯科医院 佐久間　栄 東京都練馬区 平成20年度
49 さくら歯科 今川　直樹 愛知県春日井市 令和4年度
50 医療法人豊貴会ざま駅前歯科医院 西村　一郎 神奈川県座間市 令和4年度
51 医療法人社団因幡会　汐留シティセンター歯科 林　　昭利 東京都港区 平成22年度
52 志田歯科医院 志田　耕一郎 神奈川県横浜市 平成22年度
53 医療法人社団樹英会　品川駅前歯科医院 谷村　秀樹 東京都港区 平成17年度
54 医療法人生きる会白鳥歯科・矯正歯科 白鳥　裕一 埼玉県上尾市 令和4年度
55 医療法人社団しらゆり会　しらゆり歯科医院 功刀　初穂 千葉県松戸市 平成18年度
56 すえいし歯科矯正歯科 末石　哲之 千葉県柏市 平成21年度
57 スギタ歯科医院 杉田　和実 千葉県松戸市 令和4年度
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58 スケガワ歯科医院 助川　　洋 茨城県水戸市 平成18年度
59 医療法人緑和会鈴鹿グリーン歯科 松田　一弘 三重県鈴鹿市 令和4年度
60 医療法人社団　スマイルオフィスデンタルクリニック 吉田　茂生 北海道札幌市 平成26年度
61 医療法人社団秀和会　高橋歯科医院 高橋　幸七郎 千葉県柏市 平成19年度
62 医療法人穂高会　高橋歯科医院 高橋　満次 福井県福井市 平成12年度
63 医療法人宝仁会　宝歯科戸ヶ崎診療所 原田　宏司 埼玉県三郷市 平成20年度
64 医療法人社団晃仁会　タナカ歯科医院 田中　晃伸 茨城県鹿嶋市 平成13年度
65 田中歯科医院 田中　譲治 千葉県柏市 平成19年度
66 たなか歯科医院 田中　俊一 東京都北区 平成13年度
67 たに歯科医院 谷　　博司 千葉県船橋市 平成19年度
68 たんぽぽ歯科 黒瀬　絵里奈 愛知県春日井市 令和4年度
69 医療法人社団星陵会　千代田ファーストビル歯科 大庭　美和子 東京都千代田区 平成20年度
70 医療法人社団宏礼会　塚原デンタルクリニック 塚原　宏泰 東京都千代田区 平成21年度
71 医療法人社団庸明会　つきおか歯科医院 月岡　庸之 東京都練馬区 平成24年度
72 ツツミ歯科クリニック 堤　　豊重 東京都品川区 平成23年度
73 医療法人恵潤会　つるみ歯科医院 鶴見　　毅 茨城県筑西市 平成19年度
74 医療法人審美会　鶴見歯科医院 三宅　忠隆 神奈川県横浜市 平成20年度
75 医療法人社団さくら会　テックナカムラ歯科 中村　　亘 千葉県流山市 平成19年度
76 医療法人社団　未来会　　デンタルオフィス八丁堀　　 山田　孝 東京都中央区 令和4年度
77 天王台駅前歯科 倉澤　俊之 千葉県我孫子市 平成23年度
78 東京オペラシティ歯科 石井　宏明 東京都新宿区 平成22年度
79 医療法人社団EBD　ドルフィンデンタルクリニック 中原　達郎 千葉県佐倉市 平成22年度
80 中川歯科医院 中川　　整 埼玉県さいたま市 平成13年度
81 医療法人天龍人会　なかむら歯科 仲村　啓二 千葉県我孫子市 平成24年度
82 流山ハピネス歯科 牧村　英樹 千葉県流山市 令和4年度
83 なみこし歯科医院 浪越　　順 埼玉県さいたま市 平成25年度
84 成田イオン歯科 藤原　孝則 千葉県成田市 平成19年度
85 医療法人社団峰良会　二木歯科医院 二木　由峰 広島県江田島市 平成24年度
86 医療法人社団　栄怜会ニコデンタルクリニック 渡辺　航介 東京都葛飾区 令和4年度
87 医療法人社団一樹会　西の原歯科クリニック 高橋　英樹 千葉県印西市 平成20年度
88 医療法人晟幸会　西馬橋歯科クリニック 常田　幸斉 千葉県松戸市 平成28年度
89 にじいろ歯科クリニック 長濱　英嗣 千葉県流山市 令和4年度
90 日進赤池たんぽぽ歯科 伊藤　允彦 愛知県日進市 令和4年度
91 医療法人社団添田グループ　ハート歯科 添田　博充 神奈川県伊勢原市 平成19年度
92 医療法人社団　政宗会　ハート歯科クリニック 千葉　貴大 東京都武蔵村山市 令和4年度
93 医療法人社団　政宗会　ハート歯科クリニックヤオコー西武駅前店内クリニック 千葉　絢子 東京都昭島市 令和4年度
94 ハートフル総合歯科グループ南口院 下田　孝義 東京都三鷹市 平成24年度
95 医療法人社団健伸会　はぎわら歯科 萩原　洋行 静岡県伊東市 平成19年度
96 医療法人社団黄金会　羽根田歯科医院 羽根田　元子 千葉県松戸市 平成21年度
97 医療法人社団仁秀会　早川歯科医院 早川　雅秀 福井県福井市 平成19年度
98 医療法人社団ステラ会ひかり歯科クリニック 浅賀　知記 埼玉県八潮市 令和4年度
99 医療法人輝栄会　ひよこ歯科 豊岡　信太郎 埼玉県三郷市 平成23年度

100 医療法人社団歯友会　ファミリー歯科成東 武藤　啓史 千葉県山武市 平成20年度
101 医療法人社団尚歯会　フェリア歯科医院 藤森　一樹 千葉県千葉市 平成22年度
102 医療法人晴花会 ふかざわ歯科クリニック 深澤　正幹 千葉県市川市 平成21年度
103 医療法人社団尚歯会　プラーレ歯科 長山　裕人 千葉県松戸市 平成28年度
104 BRISTO　DENTAL　CLINIC 小松　雅之 埼玉県三郷市 平成24年度
105 医療法人Ａｒｒｏｗｓマチダデンダルオフィス 町田　健 埼玉県上尾市 令和4年度
106 医療法人まつい歯科クリニック 松井　利賢 群馬県高崎市 令和4年度
107 医療法人社団秀一会 松代歯科医院 徳山　権一 茨城県つくば市 平成20年度
108 松戸ありす歯科 二木　　健 千葉県松戸市 令和4年度
109 医療法人社団和晃会　松戸ボックスヒル歯科 吉澤　泰彦 千葉県松戸市 平成20年度
110 医療法人社団海星会　マリブ海浜歯科室 三好　耕平　 千葉県千葉市 平成24年度
111 医療法人社団大伸会　三国歯科医院 川名部　　謙 千葉県松戸市 平成14年度
112 医療法人社団三進会　みつはし歯科医院 三橋　淳也 千葉県鎌ヶ谷市 平成11年度
113 南の街歯科クリニック 猪又　俊之 神奈川県横浜市 平成17年度
114 医療法人宮崎会　宮崎歯科医院 宮崎　利彦 埼玉県吉川市 令和2年度
115 医療法人慶優会　宮崎北歯科医院 兵頭　由規 宮崎県宮崎市 平成19年度
116 医療法人社団茜遥会　みやび歯科 目々澤　雅子 東京都江戸川区 平成23年度



117 医療法人社団健秀会　みわ歯科クリニック 石井　日出明 東京都足立区 平成24年度
118 医療法人豊貴会むさし歯科医院 西村　一郎 神奈川県川崎市 令和4年度
119 医療法人エムエフシー　むなかた歯科 宗形　信司 埼玉県三郷市 平成19年度
120 医療法人　むらかみ歯科医院 村上　修一 栃木県宇都宮市 平成16年度
121 森山歯科クリニック 森山　　進 埼玉県さいたま市 平成12年度
122 医療法人社団健恒会　薬円台歯科 細野　隆也 千葉県船橋市 平成21年度
123 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 平成11年度
124 医療法人社団真清会　やまもと歯科 山本　清尊 東京都江戸川区 平成22年度
125 医療法人社団フロンティア　山脇歯科医院 山脇　均 千葉県市川市 平成26年度
126 医療法人社団碧空会　ユアーズ歯科柏クリニック 梶村　幸市 千葉県柏市 令和4年度
127 医療法人陽明会　ユナイトみよし歯科 小野沢　忍 埼玉県入間郡三芳町 平成25年度
128 陽臨堂デンタルクリニック 馬島　　敦　 千葉県野田市 平成20年度
129 医療法人社団歯幸会　吉野歯科医院 吉野　宏幸 埼玉県川口市 平成21年度
130 医療法人社団ライオン会　ライオン歯科 鈴木  仙一 神奈川県海老名市 平成12年度
131 ららぽーと歯科 赤井　淳二 千葉県船橋市 平成14年度
132 医療法人社団NTM　ららぽーと柏の葉歯科クリニック 吉村　俊哉 千葉県柏市 平成23年度
133 医療法人社団秀康会　リズムデンタルクリニック 谷村　康子 埼玉県ふじみ野市 平成17年度
134 医療法人社団　若井歯科医院 若井　広明 東京都江東区 平成18年度
135 医療法人　若山歯科医院 若山　　努 埼玉県加須市 平成19年度
136 わきた歯科医院 脇田　雅文 神奈川県海老名市 平成13年度
137 医療法人社団青空会　渡辺歯科医院 渡辺　和彦 千葉県木更津市 平成23年度
138 蕨セントラル歯科・矯正歯科 金子　博寿 埼玉県蕨市 平成21年度
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