
平成30年３月末現在

番号 氏名 勤務先名 勤務先住所

1 有馬　敬 医療法人　青空会　あおぞら歯科 鹿児島市紫原五丁目２０‐１３

2 石窪　浩三 石窪歯科医院 鹿児島市上谷口町１００５　平石ビル２F

3 伊地知　博史 いぢち歯科クリニック 鹿児島市松原町６‐２　松原ハイツ２F

4 大久保　章朗 大久保歯科口腔外科医院 鹿児島市谷山中央六丁目２７‐３

5 岡山　秀仁 ひでひとデンタルクリニック 鹿児島市上之園町７‐１７　岡山ビル２F

6 黒木　敦朗 医療法人　黒木歯科医院 鹿児島市城山二丁目７‐６

7 栄　千登美 サカエ歯科医院 鹿児島市宇宿三丁目４‐１４

8 下田平　幸一 下田平歯科医院 鹿児島市堀江町１６‐８

9 下津　昭洋 下津歯科医院 鹿児島市皇徳寺台三丁目５９‐２５

10 瀬戸口　尚志 瀬戸口たかし歯科 鹿児島市谷山中央五丁目７‐３　

11 竹内　誠 竹内歯科クリニック 鹿児島市伊敷二丁目１５‐１５　伊敷ハイツ２F

12 田中　忠幸 医療法人　愛歯会　田中歯科医院 鹿児島市永吉一丁目２４‐１２

13 玉利　清貴 玉利きよたか歯科 鹿児島市田上五丁目３‐５

14 永田　紳吾 谷山ファミリー歯科クリニック 鹿児島市谷山中央五丁目１０‐２

15 長田　博 長田歯科医院 鹿児島市易居町２‐７

16 西　孝一 西歯科医院 鹿児島市下荒田二丁目１‐２４

17 鉛山　ゆかり ユーカリデンタルクリニック 鹿児島市中山町字小牟田２６６５番

18 濵﨑　慎 浜崎デンタルクリニック 鹿児島市金生町１‐１０

19 浜島　達郎 浜島歯科医院 鹿児島市中央町３６‐１７　

20 平田　修士 医療法人　平田歯科医院　ハッピー歯科・小児矯正歯科クリニック 鹿児島市宇宿３‐４５‐３

21 藤井　龍一 医療法人　藤井歯科医院 鹿児島市星ヶ峯四丁目２‐５

22 藤﨑　誠 まこと歯科医院 鹿児島市清和三丁目６‐３４

23 別府　伸一 別府歯科医院 鹿児島市東谷山五丁目３０‐５

24 堀川　憲子 医療法人　賢仁会　デンタルクリニックさわやか 鹿児島市武二丁目１２-１３

25 堀之内　雅弘 堀之内歯科医院 鹿児島市宇宿６丁目１９‐７　オリオン１階

26 牧角　淳朗 牧角歯科医院 鹿児島市泉町１２‐２４　

27 水枝谷　浩己 みずえだに歯科 鹿児島市吉野町３９２５-３

28 守島　健次 守島デンタルクリニック 鹿児島市玉里団地三丁目２３‐３

29 福原　和人 福原歯科クリニック 鹿児島市東谷山二丁目１４‐７

30 西園　直幸 西園歯科 鹿児島市西佐多町１６３‐１　

31 佐藤  隆太郎 谷山さとう歯科 鹿児島市小松原一丁目５０‐９

32 田島　宏臣 田島歯科医院 鹿児島市東千石町４‐２７　サンコ―ビル２F

33 中間　洋一 なかま歯科医院 鹿児島市武岡五丁目１６‐１４　

34 古川　浩 医療法人　古川歯科クリニック 鹿児島市光山１‐６‐１７

35 上橋　陸海 鹿児島県歯科医師会　口腔保健センター 鹿児島市照国町１３-１５

36 平田　英理子 医療法人　平田歯科医院　ハッピー歯科・小児矯正歯科クリニック 鹿児島市宇宿３‐４５‐３

37 貞村　淳一郎 医療法人　淳風会　さだむら歯科医院 鹿児島市上福元町５４６１‐２

38 中村　あいり 医療法人　青空会　あおぞら歯科 鹿児島市紫原五丁目２０‐１３

39 浜島　康代 浜島歯科医院 鹿児島市中央町３６‐１７　

40 水枝谷　幸恵 みずえだに歯科 鹿児島市吉野町３９２５-３

41 山内　扶美 山内歯科クリニック 鹿児島市武岡四丁目２２‐１８　

42 伊地知　健 伊地知歯科医院 指宿市湊二丁目９‐５　

43 永尾　京子 永尾歯科医院 指宿市十町８８４　
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44 濵田　靖子 開聞歯科医院 指宿市開聞十町２５１６‐２

45 馬渡　成太郎 まわたり歯科医院 指宿市湊一丁目１０‐２５　

46 平田　晃士 医療法人　平田歯科医院 指宿市山川入船町５　

47 谷口　八郎 谷口歯科医院 南さつま市加世田東本町１５番地２

48 今給黎　一孝 今給黎歯科医院 枕崎市高見町９０

49 江藤　克己 えとう歯科 いちき串木野市元町３８

50 丸山　淳 いざく歯科 日置市吹上町中之里１５１８‐１

51 門松　伸一 医療法人　門松歯科医院 日置市伊集院町下谷口１９２６

52 河村　和彦 河村歯科医院 薩摩川内市宮内町２０１５‐１

53 銀屋　一彦 ぎんや歯科医院 薩摩川内市宮崎町１９６５‐４

54 葛西　貴行 医療法人　誠真会　しげなが歯科医院 薩摩川内市平佐一丁目１３５番地

55 田畑　真秀 医療法人　誠真会　しげなが歯科医院 薩摩川内市平佐一丁目１３５番地

56 杉田　博紀 杉田歯科医院 薩摩郡さつま町宮之城屋地１５９６‐１３　

57 滝川　義弘 たきかわ歯科医院 薩摩郡さつま町鶴田２６９０‐１

58 甫立　宗一 ほだて歯科 薩摩郡さつま町虎居１４‐９

59 久木田　昌隆 久木田歯科医院 阿久根市琴平町５８

60 茶圓　卓郎 医療法人　一二三会　ちゃえん歯科 出水市六月田町５６７‐１

61 君野　岳 きみのデンタルクリニック 霧島市隼人町松永２‐６１

62 平川　純敎 平川歯科医院 霧島市隼人町小田３５９

63 有村　健二 有村歯科クリニック 霧島市福山町福山５３７５‐３

64 古川　潤一郎 医療法人　ふるかわ歯科医院 姶良市加治木町本町２５１

65 三輪　大介 姶良ふれあい歯科医院 姶良市西餅田２００４‐１

66 鎌下　祐次 つくし歯科医院 姶良市東餅田２４６９‐２

67 飯山　俊浩 医療法人　飯山歯科医院 志布志市有明町野井倉７７２４

68 鬼ヶ原　真人 おにがはら歯科医院 鹿屋市寿二丁目１６‐２０

69 中野　俊一 中野歯科医院 鹿屋市共栄町１５‐１３

70 原田　佳子 けいこ歯科 鹿屋市寿四丁目１１‐１０

71 東　俊朗 ひがし歯科医院 鹿屋市田渕町８４３

72 吉留　勝雄 吉留歯科医院 鹿屋市旭原町２５２４‐１

73 永田　聡 ながた歯科医院 肝属郡南大隅町根占川北３１１

74 畠　義一郎 医療法人　畠山歯科医院 奄美市名瀬浦上町１３－６

75 平川　竜範 蒼 Dental Office 奄美市名瀬末広町２－５　アーバンビル２階

76 松岡　延樹 松岡歯科医院 奄美市名瀬久里町４－６

77 美佐　雅仁 美佐歯科クリニック 奄美市名瀬幸町１１‐１４

78 元治　盛一朗 元治歯科医院 奄美市名瀬小浜町２１‐９

79 安　忠大 やす歯科医院 奄美市名瀬港町１０－４

80 黒田　浩之 蒼 Dental Office 奄美市名瀬末広町２－５　アーバンビル２階

81 中村　紀裕 中村歯科・矯正歯科医院 奄美市名瀬長浜町１３‐７

82 水間　眞一郎 大島郡医師会病院　歯科 奄美市名瀬小宿３４１１

83 名越　太 国民健康保険宇検診療所　歯科 大島郡宇検村湯湾３７

84 町田　慶太 まちだ歯科 大島郡瀬戸内町大字古仁屋１０５２－１


