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（講義、実技ともに終了した先生のみ表示させていただいています。） 

 

 

高松市 

吉本 智人 栗林病院 歯科 高松市栗林町 3-5-9 087-862-3171 

久保 謙二 久保歯科医院 高松市屋島西町 1454-1 087-843-3001 

宮脇 守男 宮脇歯科医院 高松市下田井町 633-1 087-847-7757 

三好 智 あおぞら歯科クリニック 高松市木太町 5095-1 087-866-6480 

藤木 秀保 藤木歯科医院 高松市香南町由佐 1152-1 087-879-1188 

安藤 正彦 あんどう歯科 高松市東山崎町 89-6 087-840-7899 

永木 孝典 永木歯科医院 高松市松福町 2-10-6 087-823-1188 

三谷 裕子 三谷歯科医院 高松市牟礼町牟礼浜 2533-2 087-845-5780 

山下 喜世弘 山下歯科医院 高松市太田上町 978-8 087-865-1323 

渋谷 敦人 渋谷歯科医院 高松市牟礼町牟礼 1033-1 087-845-9506 

清水 延哲 シミズ歯科医院 高松市松縄町 51-18 087-867-0046 

西岡 士郎 西岡歯科医院 高松市塩上町 3-14-17 087-831-1987 

西谷 義則 西谷歯科医院 高松市郷東町 136-6 087-882-8800 

石丸 毅 石丸歯科医院 高松市伏石町 2018-12 087-815-2747 

大熊 秀和 おおくま歯科医院 高松市花園町 3-2-12 087-837-9000 

中村 久美 なかむら歯科 高松市一宮町 1591-6 087-885-5655 

鳥養 弘一 鳥かい歯科医院 高松市檀紙町 1514-1 087-885-2525 

十河 陽治 そごう歯科医院 高松市十川西町 180-3 087-848-3200 

平田 成志 平田歯科医院 高松市紺屋町 4-7 087-821-7459 

木村 元厚 木村歯科医院 高松市木太町 9区 466-6 087-865-7788 

増田 幸三 ますだ歯科医院 高松市屋島西町 2484-18 ｳｴｽﾄｺ-ｽﾄﾔｼﾏ 203 087-843-7718 

西谷 義則 西谷歯科医院 高松市郷東町 136-6 087-882-8800 

藤木 秀保 藤木歯科医院 高松市香南町由佐 1152-1 087-879-1188 

大黒 義明 大黒歯科医院 高松市高松町 2412-15 087-841-3500 

川西 英三 川西歯科医院 高松市扇町 1-22-12 087-821-1080 

松本 嗣央 松本歯科 高松市川島東町 275-1 087-848-4182 

梅村 謙二 梅村歯科医院 高松市川島東町 958-3 087-848-1136 

加藤 雅子 木太デンタルクリニック 高松市木太町 3区 1837-5 087-862-1461 

菅田 貴志 スガタ歯科医院 高松市田町 1-2 087-835-1001 

亀井 智子 北岡歯科診療所 高松市亀岡町 14-18 087-862-5549 

三好 篤信 三好歯科医院 高松市栗林町 2-16-14 087-831-4403 

坂東 達矢 坂東歯科医院 高松市西宝町 1-10-12 ﾂﾘｰﾊｲﾑ 201 087-837-6487 



久保 和子 久保歯科クリニック 高松市元山町 1163-12 087-865-6600 

桑村 香織 スガタ歯科医院 高松市田町 1-2 087-835-1001 

近藤 恵美子 スガタ歯科医院 高松市田町 1-2 087-835-1001 

小西 弘晃 小西歯科医院 高松市牟礼町牟礼 3-1 087-845-3535 

新枝 誉志也 吉本歯科医院 高松市屋島西町 1968-9 087-818-1118 

樫 圭一 樫デンタルクリニック 高松市木太町 1245-1 087-813-8461 

吉本 彰夫 吉本歯科医院 高松市屋島西町 1968-9 087-818-1118 

吉田 淳一 ＪＵＮ歯科クリニック 高松市常磐町 2-8-10 087-813-2123 

廣岡 聖子 サンポート歯科 高松市浜ノ町 63-2 087-851-5545 

門間 悠介 長束歯科医院 高松市高松町 2488-12 087-843-1818 

十河 陽治 そごう歯科医院 高松市十川西町 180-3 087-848-3200 

木村 文泰 鬼無町歯科医院 高松市鬼無町藤井 107-7 090-4300-0028 

細江 美知 高松歯科口腔外科クリニック 高松市塩屋町 11-16 087-813-1666 

井下 愃文 いのした歯科医院 高松市木太町 3914-5 087-862-3571 

福本 善和 ふくもと歯科医院 高松市太田下町 3038-12 087-897-3388 

藤木 秀保 藤木歯科医院 高松市香南町由佐 1152 087-879-1188 

中村 公士 中村歯科医院 高松市多肥上町 509-1 087-888-1211 

濱岡 宏典 はまおか歯科医院 高松市新田町甲 653-10 087-844-3755 

守田 浩一 守田歯科医院 高松市太田上町 874-3 087-865-4410 

中根 知子 さくら歯科医院 高松市香川町大野 860-3 087-885-4618 

中山 真弓 浮田歯科医院 高松市香西本町 150-10 087-832-8801 

三森 康智 みつもり歯科医院 高松市西山崎町 886-1 087-886-8900 

三木 武 みき歯科医院 高松市鶴市町 2022-19 087-813-0727 

島田 克己 島田歯科医院 高松市木太町 2区 1677 087-834-5130 

中山 康弘 中山歯科クリニック 高松市花の宮町 1町目 1-27 087-863-7730 

西谷 義則 西谷歯科医院 高松市郷東町 136番地 6 087-882-8850 

奥谷 諭 つばさ歯科医院 高松市西宝町 1丁目 4-21 087-802-0418 

池田 弘一 つばさ歯科医院 高松市西宝町 1丁目 4-21 087-802-0418 

小野 耕資 小野歯科医院 高松市一宮町 328-1 087-886-8100 

箱崎達司 はこざき歯科医院 高松市番町 3丁目 20-15 087-813-0418 

岡 左永子 丸の内歯科 高松市丸の内 11-15 087-821-1331 

 

 



木田郡 

蓮井 義則 蓮井歯科ファミリークリニック 木田郡三木町下高岡 693-1 087-898-6448 

澤田 大定 蓮井歯科ファミリークリニック 木田郡三木町下高岡 693-1 087-898-6448 

森 仁志 もり歯科矯正歯科医院 木田郡三木町池戸 3267-4 087-898-3300 

西庄 佐智子 もり歯科矯正歯科医院 木田郡三木町池戸 3267-4 087-898-3300 

石川 利栄子 蓮井歯科ファミリークリニック 木田郡三木町下高岡 693-1 087-898-6448 

藤田 光訓 蓮井歯科ファミリークリニック 木田郡三木町下高岡 693-1 087-898-6448 

桑村 肇 桑村歯科医院 木田郡三木町平木 137-19 087-898-5584 

片桐 幸太 蓮井歯科ファミリークリニック 木田郡三木町下高岡 693-1 087-898-6448 

佐々木 浩司 ささき歯科医院 木田郡三木町井戸 2579-6 087-891-0888 

十川 和彦 十川歯科診療所 木田郡三木町氷上蔵西 4-1 087-898-6121 

 

 

丸亀市 

丸尾 修之 丸尾歯科医院 丸亀市綾歌町岡田上 1751-1 0877-86-5757 

森川 雅之 香川労災病院 歯科口腔外科 丸亀市城東町 3-3-1 0877-23-3111 

大林 弘明 大林歯科医院 丸亀市郡家町 2722-1 0877-25-2588 

塩田 等 塩田歯科医院 丸亀市土器町東 8-461-1 0877-21-6324 

大久保 直尚 大久保歯科医院 丸亀市土器町東 1-70-3 0877-64-9068 

山本 圭子 大塚歯科医院 丸亀市城東町 1-2-39 0877-24-6262 

宇都宮 眞一 大塚歯科医院 丸亀市城東町 1-2-39 0877-24-6262 

大西 信正 大西歯科 丸亀市前塩屋町 1-9-7 0877-24-6492 

日根野谷 敬 日根野谷歯科医院 丸亀市土器町東 9丁目 122-4 0877-22-3066 

 

 

三豊市 

篠丸 哲也 篠丸歯科医院 三豊市高瀬町比地 226-1 0875-72-3788 

小林 英夫 小林歯科医院 三豊市詫間町松崎 2780-160 0875-83-6333 

小野 廣 小野歯科医院 三豊市高瀬町新名 1018-15 0875-72-3888 

琢磨 靖之 たくま歯科医院 三豊市三野町吉津甲 514-6 0875-73-5581 

白井 宏 白井歯科医院 三豊市三野町大見甲 3071-1 0875-72-5237 

浜田 浩志 はまだ歯科・矯正クリニック 三豊市豊中町比地大 2624-6 0875-62-3500 

多田 淳 ただ歯科医院 三豊市三野町下高瀬 1438-1 0875-56-2762 

真鍋 悟 まなべ歯科医院 三豊市豊中町笠田笠岡 3062-4 0875-62-6480 

 

 

 



観音寺市 

豊嶋 洋一 とよしま歯科医院 観音寺市植田町 608-1 0875-24-5775 

牧野 武司 まきの歯科医院 観音寺市柞田町乙 2092-1 0875-23-2848 

臼杵 雅明 うすき歯科医院 観音寺市豊浜町姫浜 650-17 0875-52-6150 

塩田 聖子 塩田歯科医院 観音寺市観音寺町甲 3130-1 0875-25-3872 

澁谷 拓也 しぶたに歯科医院 観音寺市池之尻町字黒島 460-1 0875-27-6404 

磯野 潤子 いその歯科クリニック 観音寺市木之郷町柿ノ町 118-1 0875-57-1550 

齋藤 謙治郎 さいとう歯科医院 観音寺市粟井町字出晴 391-1 0875-27-9328 

眞城 久美子 パール歯科クリニック 観音寺市南町 5-5-7 0875-25-8025 

 

 

坂出市 

香川 雅俊 かがわ歯科医院 坂出市久米町 1-16-5 0877-46-3715 

秋山 高慶 あきやま歯科 坂出市室町 1-2-23 0877-43-3668 

山地 誠治 ホワイト歯科医院 坂出市笠指町 1-5 0877-45-3526 

香西 秀紀 香西歯科 坂出市林田町 274-1 0877-47-0357 

森田 康弘 森田歯科医院 坂出市本町 2丁目 3-6 0877-46-2268 

綾 真一郎 あゆむ歯科 坂出市元町 3-5-24 0877-46-4660 

 

 

綾歌郡 

福井 隆夫 ふくい歯科医院 綾歌郡綾川町萱原 807-3 087-876-5433 

中條 貴博 にこにこ歯科 綾歌郡綾川町陶 4178-2 087-876-3121 

福井 隆夫 ふくい歯科医院 綾歌郡綾川町萱原 807-3 087-876-5433 

吉積 美幸 ごうだ歯科医院 綾歌郡宇多津町浜８番丁 120-7 0877-41-1711 

植木 匠 ごうだ歯科医院 綾歌郡宇多津町浜８番丁 120-8 0877-41-1711 

 

 

さぬき市 

安部 嘉門 安部歯科医院 さぬき市大川町富田西 3011-1 0879-43-6093 

都倉 達生 ハロ－歯科クリニック さぬき市志度 2214-21 087-894-8600 

林 裕之 ハロ－歯科クリニック さぬき市志度 2214-21 087-894-8600 

合田 耕太郎 合田歯科医院 さぬき市津田町津田 1220 0879-42-4040 

 

 

善通寺市 

氏家 一成 氏家歯科診療所 善通寺市上吉田町 1-4-6 0877-63-0888 

長田 みゆき ミント歯科クリニック 善通寺市金蔵寺町 392 0877-56-5141 

千代 宏幸 千代歯科医院 善通寺市与北町 1113-1 0877-62-0608 

 



 

仲多度郡 

大月 陽子 まんのう岩山歯科医院 仲多度郡まんのう町四条 416-3 0877-75-0409 

詫間 隆弘 まちのはいしゃ 仲多度郡多度津町本通 3町目 2-12-1 0877-32-3366 

 

 

 


