
NO.1

ＮＯ 市町名 所属医院名 職　種 氏　名

1 下関市 福田歯科医院 歯科医師 福田 伸和

2 下関市 下関立中央病院 歯科医師 入学 陽一

3 下関市 西嶋歯科医院 歯科医師 西嶋 浩樹

4 下関市 武久病院 歯科衛生士 伊勢 詔子

5 宇部市 山根歯科医院 歯科医師 山根  進

6 宇部市 文京台デンタルクリニック 歯科医師 梶井 泰樹

7 宇部市 宇部市歯科医師会 歯科衛生士 松永美千代

8 宇部市 山根歯科医院 歯科衛生士 加登山千恵

9 宇部市 山口大学歯科口腔外科 歯科衛生士 清水 香織

10 山口市 岡医院 歯科医師 田邉　均

11 山口市 小田歯科 歯科医師 小田　亮

12 山口市 加藤歯科医院 歯科医師 加藤 気白

13 山口市 野中歯科医院 歯科医師 野中 清貴

14 山口市 たなべ歯科 歯科医師 田邊 竜太

15 山口市 山口赤十字病院歯科 歯科衛生士 仲子 厚子

16 山口市 山口赤十字病院歯科 歯科衛生士 金子富士恵

17 山口市 在宅 歯科衛生士 河村 倫世

18 山口市 口腔保健センター 歯科衛生士 奥　弘美

19 山口市 口腔保健センター 歯科衛生士 青戸 知子

20 山口市 口腔保健センター 歯科衛生士 白石 宏枝

21 山口市 口腔保健センター 歯科衛生士 河野 好美

22 山口市 口腔保健センター 歯科衛生士 磯部 真美

23 山口市 山口県高等歯科衛生士学院 歯科衛生士 浴野由美子

24 萩市 沢村歯科医院 歯科医師 澤村 直明

25 萩市 すえます歯科医院 歯科医師 末益 和幸

26 萩市 井上歯科医院 歯科医師 井上 信義

27 萩市 仁保歯科医院 歯科医師 仁保 光昭

28 萩市 南崎歯科医院 歯科医師 南崎 信樹

29 萩市 南崎歯科医院 歯科衛生士 田中 千加

30 萩市 南崎歯科医院 歯科衛生士 吹上 裕美

31 防府市 勝間歯科医院 歯科医師 國澤 和城

32 防府市 緒方歯科医院 歯科医師 緒方 順子

33 防府市 右田歯科医院 歯科医師 右田 信行

34 防府市 緒方歯科医院 歯科衛生士 国本 菊枝

35 下松市 かねしげ歯科クリニック 歯科医師 兼重 順一

36 下松市 武居歯科医院 歯科医師 武居 良裕

37 下松市 原田歯科医院 歯科衛生士 西廣 香織

38 岩国市 山元歯科医院 歯科医師 山元 祥輝

39 岩国市 大矢歯科 歯科医師 大矢 泰慶

40 岩国市 岡崎歯科院 歯科医師 岡崎 英治

41 岩国市 早野歯科医院 歯科医師 早野 元晴

42 岩国市 もりわき歯科クリニック 歯科衛生士 白石かおり

43 岩国市 もりわき歯科クリニック 歯科衛生士 河村 友香

44 岩国市 早野歯科医院 歯科衛生士 早野 泰枝

45 岩国市 藤生歯科センター 歯科衛生士 中倉 典子

46 岩国市 海上自衛隊岩国航空衛生隊 歯科衛生士 岡内冨美江

47 岩国市 岡崎歯科医院 歯科衛生士 藤野 隆子
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NO.2

ＮＯ 市町名 所属医院名 職　種 氏　名

48 岩国市 長濱歯科医院 歯科衛生士 長濱　実

49 岩国市 満岡歯科医院 歯科衛生士 満岡 淑子

50 岩国市 あかざき歯科 歯科衛生士 赤崎 有理

51 光市 諏訪歯科医院 歯科医師 諏訪 健一

52 長門市 杉山歯科医院 歯科医師 杉山 博資

53 長門市 西嶋歯科医院 歯科医師 西嶋 俊弘

54 柳井市 神原歯科医院 歯科医師 藤井今日子

55 柳井市 廣實歯科医院 歯科医師 廣實 厚夫

56 美祢市 つじ歯科クリニック 歯科医師 辻　龍雄

57 美祢市 みとう歯科医院 歯科医師 木林 弓人

58 周南市 石田歯科診療所 歯科医師 石田 智之

59 周南市 小山歯科医院 歯科医師 武中　政樹

60 周南市 近藤歯科 歯科医師 近藤 帥典

61 周南市 鼓ヶ浦こども福祉医療センター歯科 歯科医師 林　英子

62 周南市 徳山中央病院 歯科医師 村木 祐孝

63 周南市 徳山中央病院 歯科衛生士 河村美代子

64 周南市 なかたまり歯科 歯科医師 中玉利　剛

65 周南市 なかたまり歯科 歯科衛生士 森脇 安耶

66 周南市 福間歯科医院 歯科医師 福間 道明

67 周南市 松下歯科医院 歯科医師 松下 伸一

68 周南市 松下歯科医院 歯科衛生士 山本 幸江

69 周南市 松下歯科医院 歯科衛生士 藤川多三江

70 周南市 松下歯科医院 歯科衛生士 林　由利子

71 周南市 松原歯科医院 歯科医師 松原 正治

72 周南市 松原歯科医院 歯科衛生士 小山百合子

73 周南市 水津歯科クリニック 歯科医師 水津 修司

74 周防大島町 貞平歯科医院 歯科医師 貞平 和彦

75 周防大島町 武中デンタルクリニック 歯科医師 武中 市郎

76 周防大島町 河合歯科医院 歯科医師 中村 瑞美

77 平生町 ひろなか歯科 歯科医師 弘中 亮治

78 平生町 平生クリニックセンター歯科 歯科衛生士 吉岡 幸子

79 平生町 平生クリニックセンター歯科 歯科衛生士 吉本 幸江

ＮＯ 市町名 職　種 氏　名

1 山口市 歯科衛生士 北村千幸

2 山口市 歯科衛生士 佐伯美和子

3 山口市 歯科衛生士 香田　文

4 岩国市 歯科衛生士 安森 知子

5 岩国市 歯科衛生士 山下喜多子

6 長門市 歯科衛生士 松岡 美紀

7 周南市 歯科衛生士 重永 瑠美

ＮＯ 市町名 所属医院名 職　種

1 下関市 下関立中央病院 歯科衛生士

氏名のみ

病院名のみ
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