
平成31年３月末現在

番号 氏名 勤務先名 勤務先住所

1 大園　真也 おおぞの歯科 鹿児島市伊敷一丁目２‐４０

2 谷口　麻子 ハートデンタルクリニック 鹿児島市山之口町３-２４

3 濱田　四郎 鴨池歯科医院 鹿児島市鴨池新町３‐２

4 村上　慎一郎 村上歯科 鹿児島市上之園町２５‐１０　竹原ビル２F

5 有馬　純治 有馬歯科医院 鹿児島市川上町２７２１‐５８‐２

6 指宿　良朗 いぶすき歯科医院 鹿児島市西伊敷四丁目４５‐２

7 江夏　国禎 えなつ歯科・矯正クリニック 鹿児島市武三丁目１０‐４

8 大田　逸雄 大田歯科医院 鹿児島市本名町８００‐３２

9 大辻　徹也 大辻歯科クリニック 鹿児島市武一丁目２１‐１

10 大山　正暢 中央ビル歯科クリニック 鹿児島市山之口町１番１０号２階

11 小田原　俊一郎 小田原歯科 鹿児島市吉野町３３５５‐５８

12 梶原　浩忠 梶原歯科 鹿児島市桜ヶ丘五丁目１９‐１０

13 釜付　健太郎 かまつき歯科 鹿児島市柳町６‐２６

14 上敷領　清晴 西陵歯科医院 鹿児島市西陵五丁目６‐１１

15 川本　真一郎 かわもと歯科 鹿児島市郡元一丁目１５‐１２‐１階

16 小松　俊博 小松歯科医院 鹿児島市荒田一丁目４５‐３

17 坂上　英士 ラ・ポール歯科 鹿児島市谷山中央五丁目１８‐１４

18 白石　豊彦 白石歯科 鹿児島市和田一丁目２３‐６　ユーミー大御堂Ⅱ２Ｆ

19 白山　望 のぞみ歯科医院 鹿児島市西伊敷二丁目６‐１

20 瀬戸山　千秋 谷山生協クリニック　歯科 鹿児島市谷山中央五丁目２１‐２２　３Ｆ

21 千堂　洋一 せんどう歯科医院 鹿児島市下荒田三丁目３９‐１３　山内ビル１Ｆ

22 竹迫　清 竹迫歯科医院 鹿児島市下荒田二丁目４７‐９

23 寺原　英子 なでしこ歯科 鹿児島市西田１‐１２‐１０

24 中村　孝 中村歯科医院 鹿児島市堀江町８‐２３

25 永山　雅大 ながやまデンタルクリニック 鹿児島市紫原４‐３７‐３５　ＳＴビル１Ｆ

26 野添　良隆 みちよデンタルクリニック 鹿児島市下荒田１‐２０‐４‐４F

27 濱田　直光 濱田歯科 鹿児島市中山町２３３１‐１

28 平山　東隆 平山歯科医院 鹿児島市真砂町５‐５

29 松井　竜太郎 まつい歯科 鹿児島市下伊敷一丁目４７‐１６

30 松下　創思 きらりデンタルクリニック 鹿児島市西谷山二丁目１８‐２５

31 松村　幸治 松村歯科医院 鹿児島市高麗町４１‐２１

32 基　政敏 基井歯科医院 鹿児島市玉里団地三丁目１０‐７

33 森主　真弓 もりぬし小児歯科医院 鹿児島市武二丁目６‐１６

34 山内　和久 山内歯科矯正 鹿児島市大黒町１‐９

35 山下　晧三 山下歯科 鹿児島市中央町５‐４１

36 吉元　辰二 吉元歯科医院 鹿児島市草牟田二丁目１‐６

37 吉元　剛彦 吉元睦男歯科医院 鹿児島市吉野町３０７３‐１４０

38 四元　幸治 よつもと歯科医院 鹿児島市石谷町１６００‐１

39 渡辺　航太 ななつ星歯科 鹿児島市加治屋町１－１

40 増山　智美 増山歯科医院 鹿児島市吉野町３２３９‐２７

41 有馬　久子 有馬歯科医院 鹿児島市川上町２７２１－５８

42 竹内　尚士 竹内歯科 鹿児島市郡山町２０６４－３

43 辻　亮 毛利歯科クリニック 鹿児島市鴨池新町６－６　鴨池南国ビルディング２階

44 豊田　浩之 えなつ歯科・矯正クリニック 鹿児島市武三丁目１０‐４
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45 森園　健 中央ビル歯科クリニック 鹿児島市山之口町１-１０　鹿児島中央ビル２F

46 山下　未来 ながやまデンタルクリニック 鹿児島市紫原４-３７-３

47 樋口　学 鹿児島セントラル歯科 鹿児島市中央町１０ キャンセビル６階 

48 山下　裕輔 山下歯科 鹿児島市中央町５‐４１

49 上原　真弓 よしどめキッズデンタルランド 鹿児島市荒田１丁目１４

50 西山　毅 鹿児島大学病院口腔保健科 鹿児島市桜ヶ丘八丁目３５－１

51 鶴田　実穂 鹿児島大学病院口腔保健科 鹿児島市桜ヶ丘八丁目３５－１

52 小幡　純子 鹿児島大学病院口腔保健科 鹿児島市桜ヶ丘八丁目３５－１

53 石田　真子 鹿児島大学病院口腔保健科 鹿児島市桜ヶ丘八丁目３５－１

54 櫨元　里紗 鹿児島大学病院口腔保健科 鹿児島市桜ヶ丘八丁目３５－１

55 富田　真理子 市来歯科 鹿児島市山之口町５-６

56 南　七子 みなみ歯科 指宿市大牟礼三丁目２４‐１７

57 亀山　秀和 いぶすき歯科医院 指宿市西方６８４３

58 中村　章 なのはな歯科医院 指宿市東方字中田口田１０８０１‐１

59 向吉　伸郎 むこよし歯科医院 指宿市十二町２１７２‐１

60 園田　悟 そのだ歯科医院 指宿市湊一丁目１２‐６３

61 宮﨑　隆博 宮崎歯科医院 指宿市東方１８－２

62 西　正寛 西歯科医院 南さつま市加世田本町１０‐１０　

63 﨑元　誠 﨑元歯科医院 南さつま市金峰町尾下１６４８‐２

64 岡村　いそ子 ひまわり歯科クリニック 南九州市頴娃町別府４８３９‐１

65 原田　修 友愛歯科クリニック 南九州市頴娃町牧之内２０４６‐９

66 上村　典久 うえむら歯科 南九州市頴娃町別府６２９－１

67 原田　英子 友愛歯科クリニック 南九州市頴娃町牧之内２０４６－９

68 牧角　昭二 サザンリージョン病院　歯科 枕崎市緑町２２０

69 牧角　朝子 サザンリージョン病院　歯科 枕崎市緑町２２０

70 真栄田　浩 あおい歯科 いちき串木野市湊町３‐１１７

71 鏑流馬　祐二 みどり歯科医院 いちき串木野市緑町１１

72 林田　賢一 林田歯科医院 日置市伊集院町郡一丁目８１

73 門松　秀司 門松歯科医院 日置市伊集院町下谷口１９２６

74 池田　敏雄 池田歯科医院 薩摩川内市原田町７‐７‐２

75 宇都　博幸 宇都歯科医院 薩摩川内市西開聞町３４

76 坂本　雄一 さかもと歯科医院 薩摩川内市中郷四丁目１５

77 相良　孝一 相良歯科医院 薩摩川内市平佐町３８３２‐６

78 重田　浩樹 しげたこども歯科 薩摩川内市平佐町３６０５‐１１

79 永山　寛 永山歯科医院 薩摩川内市大王町７‐５　

80 林　和廣 林かずひろ歯科クリニック 薩摩川内市向田本町１８‐２０

81 米良　貴久 米良歯科医院 薩摩川内市勝目町４１７０－１

82 柳田　英幸 やなぎた歯科医院 薩摩川内市平佐町１８２２‐１

83 鮫島　毅 さめしま歯科医院 薩摩川内市樋脇町塔之原８４６‐３

84 西谷　啓昭 にしたに歯科医院 薩摩川内市樋脇町市比野１０４‐１

85 尾形　文隆 尾形歯科医院 薩摩郡さつま町宮之城屋地１４６２‐１

86 川越　佳昭 かわごえ歯科 薩摩郡さつま町山崎８７番地ロ号地

87 福岡　和正 ふくおか歯科クリニック 薩摩郡さつま町山崎１０００‐１

88 福岡　宏士 福岡歯科医院 薩摩郡さつま町虎居７０４‐４

89 杉山　光喜 スマイル歯科医院 阿久根市脇本８３４９‐１８

90 田畑　秀樹 田畑歯科医院 出水市大野原町７３‐１４

91 村岡　建夫 村岡歯科医院 出水市昭和町４４‐１



92 泉　直孝 泉歯科医院 霧島市隼人町姫城一丁目３３１

93 宮川　尚之 みやかわ小児矯正歯科 霧島市国分新町一丁目１８‐４

94 稲田　義久 さくら歯科医院 霧島市国分郡田２７７‐９

95 東　修平 東歯科医院 霧島市国分中央三丁目９‐２０　国分パークプラザ内

96 藤下　勉 きりしま歯科 霧島市霧島大窪４６６

97 餅原　洋介 もちはら歯科医院 霧島市隼人町内１５３０‐１

98 竹田　実千代 竹田医院　歯科 霧島市霧島田口３６

99 久保　敏郎 久保歯科医院 姶良市永池町２５‐１９

100 山中　冨士夫 山中歯科医院 姶良市加治木町木田７８８‐１０

101 中山　清貴 中山歯科医院 姶良市西宮島町３‐１

102 濱川　悦郎 はまかわ歯科医院 姶良市加治木町錦江町１８９

103 前田　文人 まえだ歯科 姶良市平松３６０１-１

104 田中　未紀 こはる歯科 姶良市東餠田３９６-１

105 田中　盾三 こはる歯科 姶良市東餅田３９６‐１

106 鮫島　善信 さめしま歯科医院 志布志市有明町野井倉８３０４‐２７

107 春日　純一 かすが歯科 志布志市有明町蓬原１９‐５

108 瀬戸　大基 せと歯科医院 曽於市財部町南俣４５６

109 宅間　政次 宅間歯科医院 曽於市財部町南俣字南１１１７８‐１０

110 赤田　典子 Dental Clinic Akada 曽於郡大崎町仮宿２３２６‐４

111 栗栖　順子 クリス歯科 鹿屋市白崎町１９-１４

112 安楽　博史 安楽歯科 鹿屋市寿五丁目１７‐４０

113 迫田　兼久 さこだ歯科医院 鹿屋市吾平町麓３３３３

114 坂元　潤也 さかもと歯科クリニック 鹿屋市寿八丁目２１‐２

115 西之原　正明 西の原歯科医院 鹿屋市打馬一丁目４‐３

116 平岡　孝志 ひらおか歯科 鹿屋市新川町１３４‐１

117 川畑　浩 川畑歯科医院 垂水市田神３５１０‐１

118 宮園　文博 みやぞの歯科 肝属郡肝付町後田２３８７‐１

119 池村　芳男 ヨシヲ歯科医院 西之表市西之表９９６２

120 楢原　弘晃 ならはら歯科クリニック 西之表市西之表１０１７１‐１

121 榎本　孝 えのもと歯科医院 西之表市西町７０６６

122 荒木　謙一 あらき歯科医院 熊毛郡上屋久町宮之浦１９７

123 小脇　淳智郎 小脇歯科医院 熊毛郡屋久町安房７３９‐１５

124 渡邉　千栄人 渡邉歯科医院 熊毛郡屋久町安房３０４‐３６

125 羽生　俊一郎 羽生歯科医院 熊毛郡中種子町野間５１０５‐７

126 羽生　隆一郎 羽生歯科医院 熊毛郡中種子町野間５１０５‐７

127 鎌田　伸樹 鎌田歯科医院 熊毛郡中種子町野間５２９８‐３３

128 峠　裕之 とおげ歯科医院 熊毛郡南種子町中之上２４９４‐１９

129 松岡　俊樹 与論さだむら歯科医院 大島郡与論町茶花２４２６－１


