
再生医療等安全性確保法第40条第１項の規定により届出された細胞培養加工施設の一覧 平成28年5月31日現在

都道府県 所在地 都道府県 住所

1 武蔵デンタルクリニック　診療室 北海道 旭川市1条通23丁目11-39　1階 武蔵　章 武蔵デンタルクリニック 0166-37-6340 0166-37-6341 musashi1@white.plala.or.jp
武蔵デンタルクリニック
院長　武蔵　章

北海道 旭川市1条通23丁目11-39

2 あけ美肌クリニック 処置室 北海道 旭川市1条通り8丁目右１西武旭川店Ｂ館9階 田村明美 あけ美肌クリニック　院長　田村明美 0166-23-7101 0166-23-7220
あけ美肌クリニック
田村明美

北海道 旭川市1条通り8丁目右１西武旭川店Ｂ館9階

3 ヒロ歯科・口腔外科クリニック　特診室 北海道 旭川市永山７条16丁目2-15 伊藤広也 院長 0166-46-1888 0166-46-1887 hirosika@bc4.so-net.ne.jp 伊藤広也 北海道 旭川市永山７条16丁目2-15

4 いまみや歯科医院　手術室 北海道 旭川市春光4条9-1-1　１階 今宮　克明 いまみや歯科医院 0166-53-8383 0166-53-0500 info@imamiya.net
医療法人Imamiya Medical Alliance
理事長　今宮　克明

北海道 旭川市春光4条9-1-1

5 いわた歯科クリニック　特別診察室 北海道 旭川市東旭川南1条1丁目2番6号　1階 岩田　泰明 いわた歯科クリニック 0166-36-8080 0166-36-7755 iwata-dc@bird.ocn.ne.jp
いわた歯科クリニック
院長　岩田　泰明

北海道 旭川市東旭川南1条1丁目2番6号

6 南６条通り歯科　手術室 北海道 旭川市南６条通り24丁目1975番地315　１階 松梨　寛 南６条通り歯科 0166-34-0648 0166-34-0648 m-dental@h9.dion.ne.jp
南６条通り歯科　
院長　松梨　寛

北海道 旭川市南６条通り24丁目1975番地315

7 今野歯科医院　診療室 北海道 旭川市豊岡2条7丁目1-1 今野　雅之 今野歯科医院 0166-33-7733 0166-35-4144 konno-dc@potato.ne.jp
医療法人社団今野歯科医院
理事長　今野雅之

北海道 旭川市豊岡二条七丁目1-1

8 ヨシダ歯科 技工室 北海道 旭川市豊岡７条３丁目３番８号 吉田裕一 ヨシダ歯科 0166-31-8811 吉田裕一 北海道 旭川市豊岡７条３丁目３番８号

9 三戸歯科医院　特別診療室 北海道 旭川市末広3条4丁目2番1号 三戸　知史 三戸歯科医院 0166-53-3071 0166-54-6034 mito@ahmic21.ne.jp
医療法人社団啓成三戸歯科医院
理事長　三戸　知史

北海道 旭川市末広三条四丁目2番1号

10 いまとみ歯科　手術室 北海道 旭川市末広東1条8丁目1-11　診療棟2階 今富　収治 いまとみ歯科 0166-57-7676 0166-57-8588 info@imatomi.com
いまとみ歯科　
院長　今富　収治

北海道 旭川市末広東1条8丁目1-11

11 さかた歯科医院　診療室 北海道 伊達市舟岡町176-11 坂田　純一 さかた歯科医院 0142-22-1182
医療法人社団さかた歯科医院　
理事長　坂田純一

北海道 伊達市舟岡町176-11

12 音更歯科医院　第二治療室 北海道 河東郡音更町雄飛が丘仲区1-232　１階 成井　勝美 音更歯科医院 0155-42-3388 0155-42-4277 genki-n@hokkai.or.jp
医療法人社団音更歯科医院
理事長　成井　勝美

北海道 河東郡音更町雄飛が丘仲区1-232

13 上士幌歯科クリニック　作業場 北海道 河東郡上士幌町東4線241番地　2階 山本　英一 上士幌歯科クリニック 01564-2-2243 01564-2-3225 hayama@seagreen.ocn.ne.jp
上士幌歯科クリニック
院長　山本　英一

北海道 河東郡上士幌町東4線241番地

14 富樫歯科クリニック　手術室 北海道 岩見沢市3条東7丁目2-2　1階 富樫 和浩 富樫歯科クリニック 0126-31-1718 0126-31-1717 kazdent@aol.com
富樫歯科クリニック
院長　富樫 和浩

北海道 岩見沢市3条東7丁目2-2

15 三嶋歯科医院　手術室 北海道 岩見沢市7条西5丁目20-1　１階 三嶋　直之 三嶋歯科医院 0126-23-7733
医療法人柏葉会
理事長　三嶋　顕

北海道 岩見沢市七条西五丁目20番地1

16 ファミリー歯科クリニック　診察室 北海道 岩内郡共和町前田11-150　1F 伊藤　博行 ファミリー歯科クリニック 0135-73-2777 0135-73-2708
医療法人社団恵歯会
理事長　伊藤　博行

北海道 岩内郡共和町前田11-150

17 釧路孝仁会記念病院　手術室 北海道 釧路市愛国191番212号　２階 齋藤　孝次 再生医療室 0154-39-1222 0154-39-0330 saisei001@kojinkai.or.jp
社会医療法人　孝仁会　
理事長　齋藤　孝次

北海道 釧路市芦野一丁目27番1号

18 釧路孝仁会記念病院　CPC室 北海道 釧路市愛国191番212号　6階 齋藤　孝次 再生医療室 0154-39-1222 0154-39-0330 saisei001@kojinkai.or.jp
社会医療法人　孝仁会　
理事長　齋藤　孝次

北海道 釧路市芦野一丁目27番1号

19 医療法人社団すみれ会　高岡歯科手術室 北海道 釧路市芦野５－２７－１１ 高岡　慈郎 事務 0154-38-5335 0154-38-5335
医療法人社団すみれ会　
理事長　高岡　慈郎

北海道 釧路市芦野５－２７－１１

20 高橋徹次歯科診療室　手術室 北海道 釧路市北大通り6-1-7　２階 高橋　徹次 高橋徹次歯科診療室 0154-24-1001 0154-25-1917 tetuji@pastel.ocn.ne.jp
高橋徹次歯科診療室
院長　高橋　徹次

北海道 釧路市北大通り6-1-7

21 石川歯科医院　野幌インプラントセンタ― 　手術準備室 北海道 江別市野幌町30-1　1階 石川　正浩 石川歯科医院　野幌インプラントセンタ― 011-383-8844 011-383-8866 idc_nic@ybb.ne.jp
石川歯科医院
院長　石川 紘一

北海道 江別市野幌町30-1

22 松原歯科医院　診療室 北海道 砂川市吉野1条南4丁目7-17 松原　重俊 松原歯科医院 0125-52-6480 0125-54-0648 s-matsu@ops.dti.ne.jp
医療法人社団松原歯科医院
理事長　松原　重俊

北海道 砂川市吉野1条南4丁目7-17

23 医療法人　新札幌整形外科病院 作業室 北海道 札幌市厚別区厚別南２丁目２－３２ 葛西　一元 新札幌整形外科病院事務局 011-893-1161 011-894-9070 ssoh-iji@o.email.ne.jp
医療法人　新札幌整形外科病院　理事長　葛西
一元

北海道 札幌市厚別区厚別南２丁目２－３２

24 医療法人社団鎌田歯科医院診療室３ 北海道 札幌市手稲区前田6条16丁目1－6 鎌田　友次 インプラント手術担当部 011-683-3699 011-683-3700 gattu@lapis.plala.or.jp
医療法人社団鎌田歯科医院
理事長　鎌田　友次

北海道 札幌市手稲区前田6条16丁目1－6

25 平田口腔顎顔面外科　口腔外科処置室 北海道 札幌市清田区平岡3条6丁目1-50 平田　章二 平田口腔顎顔面外科 011-888-5050 011-888-5050
平田口腔顎顔面外科
平田　章二

北海道 札幌市清田区平岡3条6丁目1-50

26 医療法人社団スマイルオフィスデンタルクリニック手術室 北海道
札幌市西区西野二条六丁目2番10号
フェリス西野1階

越前谷　澄典 事務長　福田智博 011-668-6681 011-668-6981 info@smile-office-dental.com
医療法人社団スマイルオフィスデンタルクリニッ
ク　理事長　越前谷　澄典

北海道
札幌市西区西野二条六丁目2番10号
フェリス西野1階

27 尾崎歯科医院診療室 北海道
札幌市西区八軒９条西９丁目１－１
ニーズビルシマ　1階

尾崎和郎 尾崎歯科医院　院長 011-612-8030 011-612-8034 ok-dent@pop06.odn.ne.jp 尾崎和郎 北海道
札幌市西区八軒９条西９丁目１－１
ニーズビルシマ　1階

28 円山公園皮膚科形成外科細胞培養処置室 北海道
札幌市中央区大通西２５丁目１－２　ハートランド円山ビ
ル２F

伊丹彰 円山公園皮膚科形成外科 011-622-4112 011-622-4111 kira3touji3@mac.com 医療法人社団　天祐会　理事長　伊丹彰 北海道
札幌市東区北１６条東１６丁目１－１３北愛メディカ
ルビル１F

29 札幌中央クリニック　診察室2 北海道 札幌市中央区大通西2丁目5番都心ビル4F 岡橋 怜 手術部　中野
090-1598-
7069

011-200-2617 sapporoin@chuoh-clinic.co.jp 岡橋 怜 北海道 札幌市中央区大通西2丁目5番都心ビル4F

30 谷脇歯科クリニック　手術室 北海道 札幌市中央区大通西5丁目8　昭和ビル8F 谷脇　明宏 谷脇歯科クリニック 011-213-1184
谷脇歯科クリニック
院長 谷脇　明宏

北海道 札幌市中央区大通西5丁目8　昭和ビル8F

31 札幌ル・トロワ　ビューティクリニックＶｏｇｕｅ手術室 北海道 札幌市中央区大通西一丁目13番地　ル・トロワ6階 前田　拓摩 事務部 011-211-5611 011-211-5612
医療法人礼風会
理事長　金谷　幸雄

北海道 札幌市豊平区福住三条十丁目2番10号

32 さっぽろ石山通り歯科　処置室 北海道 札幌市中央区南12条西11丁目2-1 須田善行 さっぽろ石山通り歯科 011-562-3333 011-522-8122 suda@sidc-pic.com
医療法人社団星愛会　よこみね歯科
理事長　横峯一哉

北海道 札幌市手稲区星置1条3丁目3番3号

33 札幌インプラント・矯正デンタルクリニック手術室 北海道 札幌市中央区南19条西14丁目1-20　1F 玉野　宏一 札幌インプラント・矯正デンタルクリニック 011-520-3123 011-520-3199 info@sapporo-implant.com
医療法人社団宏友会
理事長　玉野　宏一

北海道
札幌市中央区南19条西14丁目1565番地3
ライオンズマンション伏見公園

34 日之出歯科診療所　検査室 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目 日之出ビル3F 森　憲弥 日之出歯科診療所 011-231-2309 011-241-2821
医療法人仁友会
理事長　森　憲弥

北海道
札幌市中央区南一条西四丁目13番地
日之出ビル3階4階

35 札幌さくらビューティークリニック　特定細胞加工室 北海道 札幌市中央区南3条西3丁目8-1　エテルノビル8階 倉園　普子 札幌さくらビューティークリニック　PRPチーム　担当者：横田 011-241-3232 011-211-5343 ron_associatefactory@yahoo.co.jp 倉園　普子 北海道 札幌市中央区南3条西3丁目8-1　エテルノビル8階

36 風の杜歯科　診療室 北海道 札幌市中央区北1条西7丁目3おおわだビル2階 飯沼　英人 風の杜歯科 011-281-1182 011-281-1182 periodontitisenddontics@yahoo.co.jp
医療法人社団風の杜会
理事長　飯沼　英人

北海道
札幌市中央区北1条西7丁目3
おおわだビル2階

37 緑の森皮膚科クリニック 処置室５ 北海道
札幌市中央区北２条西３丁目１番地８朝日生命札幌ビル
５階

緑の森皮膚科クリニック　看護部 011-221-0002 011-221-0020 北海道 札幌市西区琴似１条4丁目4番20号笹川ビル2階

38 谷口歯科診療所　診療室 北海道
札幌市中央区北2条西4丁目1
札幌三井JPビルディング6階

谷口　昭博 谷口歯科診療所 011-271-2610 011-221-0267
医療法人晃和会谷口歯科診療所
理事長　谷口　昭博

北海道
札幌市中央区北2条西4丁目1 札幌三井JPビル
ディング6階

39
医療法人社団　美翔会　聖心美容クリニック　札幌院手術
室1

北海道
札幌市中央区北5条西2-5
JRタワーオフィスプラザさっぽろ15F

前多一彦 運営支援部 03-5770-5292 03-5770-5606 sanae@mediclude.jp 医療法人社団　美翔会　理事長　鎌倉達郎 東京都 港区六本木6-6-9　ピラミデビル2F

40 湘南美容外科クリニック札幌院　処置室1 北海道 札幌市中央区北一条西3-3-10　ユニゾイン札幌3階 前田　進太郎
事務局
電話：050-5865-5940　または　050-5865-5944

saisei@sbc.or.jp 医療法人湘美会　理事長　相川佳之 東京都 新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー12階
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41 品川スキンクリニック　札幌院　（　準備室　） 北海道
札幌市中央区北三条西二丁目1番地　NC北専北三条ビ
ル3階

42 元町駅前歯科　診療室 北海道 札幌市東区北25条東16丁目4-1 1F 今村　琢也 元町駅前歯科 011-789-1777 011-789-1888 itakuya@plum.ocn.ne.jp
医療法人社団東彩会
理事長　今村　琢也

北海道 札幌市東区北25条東16丁目4-1

43
医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院　再生・細胞治療セ
ンター

北海道 札幌市東区北33条東14丁目3-1 清水洋三 再生・細胞治療センター 011-722-1110 011-722-5820 saiseicenter@higashi-tokushukai.or.jp 医療法人 徳洲会　理事長　鈴木隆夫 大阪府 大阪市北区梅田一丁目3番1-1200号

44 コア歯科クリニック　診療室 北海道 札幌市東区北４９条東７丁目２－１６　2階 服部 貴教 コア歯科クリニック 011-711-1182 011-711-1182
医療法人社団北星会
理事長　服部 孝治 

北海道 札幌市北区麻生町三丁目4番12号

45 日之出歯科真駒内診療所　手術室 北海道 札幌市南区真駒内南町4-6-9　３階 小野　智史 日之出歯科真駒内診療所 011-584-5848 011-584-5844
医療法人仁友会
理事長　森　憲弥

北海道
札幌市中央区南一条西四丁目13番地
日之出ビル3階4階

46 ムラカワデンタルクリニック　診療室4 北海道 札幌市南区澄川四条2丁目8－18　1F 村川 善行 ムラカワデンタルクリニック 011-813-0011 011-813-0013 murakawadental@yahoo.co.jp
ムラカワデンタルクリニック
院長　村川 善行

北海道 札幌市南区澄川四条2丁目8－18　1F

47
社会医療法人　北楡会　札幌北楡病院　東棟臨床検査室
-4

北海道 札幌市白石区東札幌6条6丁目5-1 米川　元樹 事務部　医事課 011-865-0111 011-865-0160 sas.firefox@gmail.com 社会医療法人　北楡会　理事長　米川　元樹 北海道 札幌市白石区東札幌6条6丁目5-1

48 社会医療法人北楡会札幌北楡病院CPC 北海道 札幌市白石区東札幌6条6丁目5番1号 小笠原　正浩 事務部　前田薫 011-865-0111 011-865-9634 k.maeda@hokuyu-aoth.org 社会医療法人北楡会札幌北楡病院　米川元樹 北海道 札幌市白石区東札幌6条6丁目5番1号

49 あさひまち歯科クリニック　カウンセリングコーナー 北海道 札幌市豊平区旭町１丁目１－１６　1F 佐々木　泰裕 あさひまち歯科クリニック 011-831-1717 011-867-9096
あさひまち歯科クリニック
院長　佐々木　泰裕

50 医療法人社団明徳会市岡歯科医院処置室 北海道
札幌市豊平区中の島２条４丁目４番１０号中の島コンパウ
ンド１F

市岡千春 診療室 011-832-3345 011-832-3341 c-ichioka@sa6.gyao.ne.jp
医療法人社団明徳会
理事長　市岡千春

北海道 札幌市豊平区中の島２条４丁目４番１０号

51 星川歯科医院　診療室 北海道
札幌市豊平区豊平四条8丁目2-6

星川　真 星川歯科医院 011-811-7070 011-811-7079 星川歯科医院　星川真 北海道 札幌市豊平区豊平四条8丁目2-6

52 北海道医療大学病院４階診療室1 北海道
札幌市北区あいの里２条５丁目
北海道医療大学病院４階

舞田健夫 病院事務課 011-778-7575 011-770-5034 mish@hoku-iryo-u.ac.jp
学校法人　東日本学園
理事長　東郷重興

北海道 石狩郡当別町字金沢1757番地

53 さとう歯科クリニック　手術室 北海道 札幌市北区新琴似12条10丁目2-1　1F 佐藤　友昭 さとう歯科クリニック 011-761-1213 011-761-4133 tomoaki_mt@rio.odn.ne.jp
医療法人社団さとう歯科クリニック
理事長　佐藤　友昭

北海道 札幌市北区新琴似十二条十丁目2番1号

54
北海道大学病院　臨床研究開発センター　細胞プロセッシ
ングセンター

北海道 札幌市北区北14条西5丁目 寳金　清博
北海道大学病院　臨床研究開発センター　研究開発推進部
門

011-706-7736 011-706-5304 tito-thk@huhp.hokudai.ac.jp 国立大学法人北海道大学　総長　山 口 佳 三 北海道 札幌市北区北8条西5丁目

55 士別やまぎし歯科　手術室 北海道 士別市大道東18丁目465-83 山岸　睦季 士別やまぎし歯科 0165-22-0808 0165-23-1919 s.yamagishi.dental@gmail.com
士別やまぎし歯科
院長　山岸　睦季

北海道 士別市大道東18丁目465-83

56 中頓別町立歯科診療所　診療室 北海道 枝幸郡中頓別町字中頓別18番地　１階 杉澤　宗一郎 中頓別町立歯科診療所 01634-6-1257 01634-6-1590 nakatonbetsushika@gmail.com 中頓別町長　小林　生吉 北海道 枝幸郡中頓別町字中頓別18番地

57 北海道医療大学歯科クリニック５Ｆ外来手術室 北海道
石狩郡当別町金沢1757番地
北海道医療大学歯科クリニック５Ｆ

越智守生 クリニック事務課 0133-23-1604 0133-23-1203 kumagai@hoku-iryo-u.ac.jp
学校法人　東日本学園
理事長　東郷重興

北海道 石狩郡当別町金沢1757番地

58 帯広中央クリニック　オペ室１ 北海道 帯広市西４条南１０丁目３４番地センターシティ１　1階 吉村長嗣 帯広中央クリニック事務局 0155-24-2800 0155-24-2818 info@obihiro-chuoh-biyo.com 吉村長嗣 北海道
帯広市西４条南１０丁目３４番地センターシティ１　1
階

59 森歯科医院　手術室 北海道 帯広市西5条南4丁目12　１階 森　一成 森歯科医院 0155-27-8811
医療法人社団慎成会
理事長　森　一成

北海道 帯広市西5条南4丁目12

60 医療法人社団いのうえ歯科医院 消毒室 北海道 帯広市西9条南2丁目12-2 井上裕之 医療法人社団いのうえ歯科医院 0155-25-6480 0155-25-8214 info@inoue-dental.jp
医療法人社団いのうえ歯科医院
理事長　井上裕之

北海道 帯広市西9条南2丁目12-2

61 高田歯科医院　手術室 北海道 帯広市大通南22丁目15　1階 高田　博雅 高田歯科医院 0155-24-2670 0155-22-6481 wakoukai@takada-dental-office.com
医療法人和光会高田歯科医院
理事長　高田　博雅

北海道 帯広市大通南22丁目15

62 白樺こまどり公園 松橋歯科クリニック  診療スペース1 北海道 帯広市白樺16条東9-15　1F 松橋 智史 0155-38-3810 0155-38-3822
白樺こまどり公園　松橋歯科クリニック
院長　松橋 智史

北海道 帯広市白樺16条東9-15

63 賀陽歯科医院　診療室 北海道 中川郡本別町南4丁目110番地 1F 賀陽　真哉 賀陽歯科医院 0156-22-4377 0156-22-5883 muryouju@cocoa.ocn.ne.jp
医療法人社団賀陽歯科医院
理事長　賀陽　真哉

北海道 中川郡本別町南4丁目110番地 1

64 大町歯科加藤医院　診療室 北海道 苫小牧市大町2丁目4番6号 加藤　清志 院長 0144-32-2209 0144-34-2209 0144322209@oomachishika.com 加藤　清志 北海道 苫小牧市大町2丁目4番6号

65 五稜郭大村美容形成クリニック　処置室 北海道 函館市本町8番18号五稜郭本町ビル７階 大村　勇二 五稜郭大村美容形成クリニック 0138-35-4874 0138-35-4374 ohmura@5biyou.com 大村　勇二 北海道 函館市本町8番18号五稜郭本町ビル7階

66 いのこ歯科医院　診療室 北海道 北見市高栄東町1丁目4番31号
医療法人社団いのこ歯科医院
理事長　猪子　光晴

北海道 北見市高栄東町1丁目4番31号

67 医療法人社団博仁会榎本歯科医院処置室 北海道 北見市常呂町字常呂326番地 亀澤千博 事務 0152-54-2064 0152-54-2907 inntyou@gmail.com
医療法人社団博仁会榎本歯科医院
理事長　亀澤千博

北海道 北見市常呂町字常呂326番地

68 小林歯科医院　カウンセリング室 青森県 五所川原市柏原町50　1階 小林　克徳 小林歯科医院 0173-33-1156 0173-33-1187 f2koba@utopia.ocn.ne.jp
小林歯科医院
院長　小林　克徳

青森県 五所川原市柏原町50

69 医療法人審美会　梅原歯科医院　診療室８ 青森県 弘前市土手町123番地1 梅原　一浩 梅原歯科医院 0172-32-7330 0172-32-7330
医療法人審美会　
理事長　梅原　正年

青森県 弘前市大字土手町123番地1

70 なみおか歯科医院　診療室 青森県 三沢市松園町2-12-10 濤岡　一司 なみおか歯科医院 0176-51-7050 0176-51-7051 なみおか歯科医院　濤岡　一司 青森県 三沢市松園町2-12-10

71 TOJO　DENTAL　CLINIC　消毒室 青森県 三沢市中央町4丁目3-19 東條　方厚 TOJO　DENTAL　CLINIC 0176-27-6471 0176-27-6472 tdc.tojo@tojo-dental.com 東條　方厚 青森県 三沢市中央町4丁目3-19

72 官庁街歯科　手術室 青森県 十和田市西ニ番町13-2 工藤　淳一 官庁街歯科 0176-20-1718 0176-20-1717 jkudo@me.com
医療法人オーラルヘルスアーキテクト
理事長　工藤淳一

青森県 十和田市西ニ番町13-2

73 柳谷歯科医院　手術室 青森県 青森市青葉3-1-9 柳谷　博章 柳谷歯科医院 017-739-1766 017-739-1601 yanagiya@r20.7-dj.com
医療法人柳谷歯科医院
理事長　柳谷　博章

青森県 青森市青葉3-1-9

74 ジョイフル歯科クリニック　インプラントオペ室 青森県 青森市富田３丁目１５－１８　1F 朝波 惣一郎 ジョイフル歯科クリニック 017-782-8041 017-761-5688 dental@azabu.or.jp
医療法人社団八雲会
理事長　大越 聡一郎

東京都
港区西麻布4丁目1番4号　
西麻布MKビル2階

75 お歯科　診療室 青森県 八戸市尻内町字直田73　1階 岡田　勝志 お歯科 0178-70-7345 0178-70-7345 osika@sky.plala.or.jp お歯科　岡田　勝志 青森県 八戸市尻内町字直田73

76 くまさか歯科　手術室 青森県 八戸市石堂1-27-13 熊坂 覚 くまさか歯科 0178-38-6085 0178-38-6828 info@f-arts.co.jp くまさか歯科　熊坂 覚 青森県 八戸市石堂1-27-13

77
医療法人さくらな会 すがわら皮膚科クリニック　施術室－
１

岩手県 一関市山目字中野６２－１ 菅原祐樹 美容皮膚科 0191-33-2332 0191-33-2330 info@sugawara-hifuka.com
医療法人さくらな会
理事長　菅原祐樹

岩手県 一関市山目字中野６２－１

78 水沢形成外科医院手術室 岩手県 奥州市水沢区佐倉河字慶徳41－1 李　陽成 水沢形成外科医院 0197-47-4700 0197-47-4701 info.mps@mizusawa-p.sakura.ne.jp 李　陽成 岩手県 奥州市水沢区佐倉河字慶徳41－1

79 鳥谷医院　歯科消毒準備室 岩手県 久慈市十八日町1-30-3　2階 鳥谷　恭右 鳥谷医院　歯科 0194-52-4618 0194-61-3138 toya.dc@crux.ocn.ne.jp
社団医療法人恭生会
理事長　鳥谷　宗正

岩手県
久慈市十八日町1-30-3

80 やまぐち歯科医院　診療室 岩手県 久慈市中央2丁目16番地 2階 山口　一徳 やまぐち歯科医院 0194-61-3748 0194-53-9300
やまぐち歯科医院
院長　山口　一徳

岩手県 久慈市中央2丁目16番地

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 2/31



再生医療等安全性確保法第40条第１項の規定により届出された細胞培養加工施設の一覧 平成28年5月31日現在

都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

81 さとう歯科医院　手術室 岩手県 盛岡市黒石野1丁目10-3　1F 佐藤　紀世彦 さとう歯科医院 019-661-8241 019-661-8254 riyoharuki@gmail.com
さとう歯科医院
院長　佐藤　紀世彦

岩手県 盛岡市黒石野1丁目10-3

82 ささき歯科医院　診療室 岩手県 盛岡市三本柳3-12-7 佐々木　憲明 ささき歯科医院 019-637-8211 019-637-2322 sasakidental.office@violin.ocn.ne.jp
ささき歯科医院
佐々木　憲明

岩手県 盛岡市三本柳3-12-7

83 まつうら歯科クリニック　オペルーム 岩手県 盛岡市青山3丁目７－１０ 松浦　政彦 まつうら歯科クリニック院長 019-681-3719 019-381-3720 info@matsuura-d.com 松浦　政彦 岩手県 盛岡市青山3丁目７－１０

84 前田歯科医院　診療室 岩手県 盛岡市青山4丁目30-1　２階 前田　雅子 前田歯科医院 019-645-2135 019-646-1351 masako-maeda@iwate4u.net
前田歯科医院
前田　雅子

岩手県 盛岡市青山4丁目30-1

85 医療法人高橋歯科医院　カウンセリング室 岩手県 盛岡市大通1-2-1 サンビル別館２階 高橋秀典 医療法人高橋歯科医院 019-651-0202 019-651-2903 hidenorit@mac.com
医療法人高橋歯科医院
理事長　高橋秀典

岩手県 盛岡市大通1-2-1 産業会館別館２階

86 くろさわ歯科医院 処置室 岩手県 盛岡市本町通2-3-11 黒澤正雄 くろさわ歯科医院 019-621-1181 019-621-1700 dent9638@agate.plala.or.jp 黒澤正雄 岩手県 盛岡市本町通2-3-11

87 社団医療法人赤坂病院　歯科診療室 岩手県 盛岡市名須川町29‐2 赤坂俊彦 社団医療法人赤坂病院　歯科診療室 019-624-1225 019-623-1825 bagus34521@yahoo.co.jp
社団医療法人赤坂病院
理事長　赤坂俊幸

岩手県 盛岡市名須川町29‐２

88 ふじの歯科医院　手術室 岩手県 盛岡市緑が丘3丁目21-23 藤野修 ふじの歯科医院 019-663-6414 藤野修 岩手県 盛岡市緑が丘3丁目21-23

89 福士歯科医院手術室 岩手県 滝沢市穴口314-6 福士宏也 福士歯科医院 019-647-0418 019-647-0412 fwnh0391@mb.infoweb.ne.jp 福士宏也 岩手県 盛岡市大通3-10-31-706

90 佐々木歯科医院  診療室 岩手県 北上市村崎野15地割537番地5 佐々木　正博 佐々木歯科医院 0197-66-4184 0197-66-5633 佐々木歯科医院　佐々木　正博 岩手県 北上市村崎野15地割537番地5

91 千葉歯科医院　診療室 宮城県 塩竈市東玉川町2-31 千葉　純 千葉歯科医院 022-362-5253 022-362-5365 mjcdc@mjcdc.com
医療法人慈啓会千葉歯科医院
理事長　千葉　純

宮城県 塩竈市東玉川町2-31

92 南舘歯科医院　診療室 宮城県 岩沼市桑原1-6-8　１階 南舘　公雄 南舘歯科医院 0223-24-4880 0223-24-4882 date@coral.ocn.ne.jp
南舘歯科医院
南舘　公雄

宮城県 岩沼市桑原1-6-8

93 山谷歯科医院　診療室 宮城県 気仙沼市本吉町津谷新明戸２１０　1F 山谷　立憲 山谷歯科医院 0226-42-3577
医療法人憲仁会
理事長　山谷　立憲

宮城県 気仙沼市本吉町津谷新明戸２１０

94 おたべ歯科クリニック処置室 宮城県 柴田郡柴田町槻木白幡２－３－３２ 小田部　岳雄 口腔インプラント治療科 0224-56-1853 0224-56-2953 takeootabedc@gmail.com
おたべ歯科クリニック
小田部　岳雄

宮城県 柴田郡柴田町槻木白幡２－３－３２

95 ササキ歯科クリニック　診療室 宮城県 石巻市大街道北4-6-18 佐々木　一久 ササキ歯科クリニック 0225-92-1182 0225-92-1181 kaz_sas@par.odn.ne.jp
医療法人社団ササキ歯科クリニック
理事長　佐々木　一久

宮城県 石巻市大街道北4-6-18

96 横山歯科医院　消毒室 宮城県 石巻市大手町8-10 横山大助 横山歯科医院　院長 横山大助 0225-21-1711 0225-21-1723 yoko.dai@nifty.com 横山大助 宮城県 石巻市大手町8-10

97 桃豊インター歯科　手術室 宮城県 石巻市桃生町城内字東嶺206番地1　1階 西村 秀一 桃豊インター歯科 0225-76-3337 0225-79-3037 dentnishi1934@yahoo.co.jp
桃豊インター歯科
院長　西村 秀一

宮城県 石巻市桃生町城内字東嶺206番地1

98 医療法人宮城野歯科医院 特診室 宮城県 仙台市宮城野区銀杏町18-10 三浦荘一郎 022-293-6170 022-293-6186 dksochan_0501@yahoo.co.jp 医療法人宮城野歯科医院 理事長三浦荘一郎 宮城県 仙台市宮城野区銀杏町18-10

99 扇町歯科医院　診療室 宮城県 仙台市宮城野区扇町3丁目2－25　みちのくビル305 齊藤  博樹 扇町歯科医院 022-239-1337
扇町歯科医院
院長　齊藤  博樹

宮城県
仙台市宮城野区扇町3丁目2－25　
みちのくビル305

100 共立美容外科仙台院　施術室 宮城県 仙台市宮城野区榴岡2-1-20　HPビル4階 金城　幸健 共立美容外科仙台院　事務局 022-292-1915 022-292-1917 steward@s-kyoritsu.com 共立美容外科仙台院　院長　金城幸健 宮城県 仙台市宮城野区榴岡2-1-20　HPビル4階

101 湘南美容外科クリニック仙台院 宮城県 仙台市宮城野区榴岡2-2-12　アーバンライフ橋本2階 村岡　史子 事務局
050-5865-
5940

03-5325-6273 tsugawa@sbc.or.jp 医療法人湘美会　理事長　相川佳之 東京都
新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー12階

102 太紀デンタルクリニック　診療室 宮城県 仙台市若林区伊在白山前21-3 1階 齋藤　太紀 太紀デンタルクリニック 022-766-9265 022-766-9265 taiki-saito@ae.auone-net.jp 太紀デンタルクリニック　齋藤　太紀 宮城県 仙台市若林区伊在白山前21-3

103 村上歯科医院　治療室 宮城県 仙台市若林区遠見塚3-15-20 村上龍也 院長 022-286-6335 村上龍也 宮城県 仙台市若林区遠見塚3-15-20

104 郷家歯科医院　診療室 宮城県 仙台市青葉区愛子中央6-3-30　1階 郷家　則昭 郷家歯科医院 022-391-7822 022-391-7822
郷家歯科医院
郷家　則昭

宮城県 仙台市青葉区愛子中央6-3-30

105 きぼうの杜クリニック 宮城県 仙台市青葉区芋沢字権現森山82-14 大久　良晴 培養技術部 022-277-6033 022-277-6034 bak@kibou-mori.jp 医療法人社団　朱雀会　林　義智 宮城県 仙台市青葉区芋沢字権現森山82-14

106 よだ形成外科クリニック手術室 宮城県 仙台市青葉区花京院1-1-6 Ever-i仙台駅前2F 依田　拓之 よだ形成外科クリニック　事務 022-266-1126
よだ形成外科クリニック
依田　拓之

宮城県 仙台市青葉区花京院1-1-6 Ever-i仙台駅前2F

107 五橋デンタルクリニック　診療室 宮城県 仙台市青葉区五橋2-11-1 ショーケー本舘ビル1F 佐藤　廉也 五橋デンタルクリニック 022-346-7558 022-392-6405
医療法人クリエイティングスマイルズ
理事長　佐藤　廉也

宮城県
仙台市青葉区五橋2-11-1 
ショーケー本舘ビル1F

108 医療法人桃友会　歯科一番町　5階オペ室 宮城県
仙台市青葉区支倉町1番31号 支倉メディカルビル5階
医療法人桃友会　歯科一番町　5階オペ室

桃野　秀樹 医療法人桃友会　歯科一番町　5階オペ室 022-223-8871 022-713-8380 h.momono@shika1.com
医療法人桃友会　歯科一番町
理事長　桃野　秀樹

宮城県 仙台市青葉区支倉町1番31号 

109
東北大学病院 輸血・細胞治療部 細胞プロセッシングセン
ター

宮城県 仙台市青葉区星陵町1-1 張替秀郎 東北大学病院　輸血・細胞治療部 022-717-7122 022-717-7104 国立大学法人東北大学　学長　里見進 宮城県 仙台市青葉区片平二丁目1-1

110 ホワイトブライトデンタルオフィス　特診室 宮城県 仙台市青葉区中央1-10-1　Humos-5 4F 阿部　正明 ホワイトブライトデンタルオフィス 022-715-3748 022-715-3747 info@whitebright-do.com
医療法人社団　誠歯会
大津　一二

宮城県
仙台市青葉区中央1丁目10-1
ヒューモス5ビル　4Ｆ

111 医療法人社団青葉会　仙台駅前アエルクリニックCPC 宮城県 仙台市青葉区中央1-3-1　AERビル11F 伊藤 克礼 培養部 022-714-6361 022-714-6362 tkubota@aer-clinic.com 医療法人社団青葉会　理事長　伊藤克礼 宮城県 仙台市青葉区中央1-3-1　AERビル11F

112 仙台駅前歯科矯正歯科SRデンタルオフィス 診療室 宮城県
仙台市青葉区中央一丁目8番40号井門 仙台駅前ビル5
階

佐藤　廉也 五橋デンタルクリニック 022-346-7558 022-392-6405
医療法人クリエイティングスマイルズ
理事長　佐藤　廉也

宮城県
仙台市青葉区五橋2-11-1 
ショーケー本舘ビル1F

113 医療法人社団高緩会　勾当台デンタルクリニック　手術室 宮城県 仙台市青葉区本町2-16-15　中村ビル２階 伊藤　秀寿 医療法人社団高緩会　勾当台デンタルクリニック 022-352-8881 022-712-8688 kdc.ito@gmail.com 医療法人社団高緩会　理事長　吉田　伯美 宮城県 多賀城市八幡三丁目6番21号2階

114 阿部歯科医院　特別診療室 宮城県 大崎市鳴子温泉字馬場73-2 阿部正明 阿部歯科医院 0229-83-3748 0229-83-3747 abeshika@if-n.ne.jp
医療法人社団トラストメディカル
理事長　阿部　正明

宮城県 大崎市鳴子温泉字馬場73-2

115 秋田大学医学部附属病院輸血部CPC室 秋田県 秋田市広面字蓮沼４４番２ 高橋　勉 秋田大学大学院医学系研究科・医学部総務課 018-884-6028 018-834-8619 gakken@hos.akita-u.ac.jp 国立大学法人秋田大学　学長　澤田賢一 秋田県 秋田市手形学園町１番１号

116 カネウチ歯科医院　特診室 秋田県 秋田市広面谷地沖4-3　1F 金内　洋光 カネウチ歯科医院 018-832-8249 018-832-8228 kdc1gold@gmail.com
医療法人ケーディーシィー
理事長　金内　洋光

秋田県 秋田市広面字谷地沖4番地3

117 杉山歯科クリニック　診察室 秋田県 秋田市山王3丁目5番15号　1階 杉山　洋行
杉山歯科クリニック　
院長　杉山　洋行

秋田県 秋田市山王3丁目5番15号

118 TAKU歯科クリニック　診療室 秋田県 秋田市寺内三千刈325-3　１階 佐藤　拓 TAKU歯科クリニック 018-867-8255 018-867-8256 nono-555@cna.ne.jp
TAKU歯科クリニック
院長　佐藤　拓

秋田県 秋田市寺内三千刈325-3

119 お肌のクリニックレーザー室 秋田県 秋田市手形住吉町１－３　三愛会ビル２F お肌のクリニック　事務局 018-874-7558
医療法人　三愛会
理事長　豊田　尭

秋田県 秋田市山内字丸木橋１６７－3

120 とし歯科クリニック　診療スペース１ 秋田県 秋田市泉中央3-10-24　1F 三浦　利之 とし歯科クリニック 018-865-1181 018-865-1182 tosident@estate.ocn.ne.jp
とし歯科クリニック
院長　三浦　利之

秋田県 秋田市泉中央3-10-24

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 3/31
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施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

121 ながい歯科医院　診療室 秋田県 秋田市泉南3丁目25-1　1階 永井　毅 ながい歯科医院 018-824-4465 018-824-4467
ながい歯科医院
院長　永井　毅

秋田県 秋田市泉南3丁目25-1

122 キャッスル歯科室　手術室 秋田県
秋田市中通1-3-5　
秋田キャッスルホテル2F

工藤　卓奥 キャッスル歯科室 018-836-5454 018-836-5454 takumu787@gmail.com
医療法人信康会
理事長　工藤　卓奥

秋田県
秋田市中通一丁目3番5号　
秋田キャッスルホテル2F

123 港町歯科クリニック　診療室 秋田県 秋田市土崎港中央3丁目5番40号　1F 佐藤　暢也
医療法人東京堂
理事長　佐藤　暢也

秋田県 秋田市土崎港中央3丁目5番40号

124 清水歯科医院　特別治療室 秋田県 男鹿市船越字本町1-29 １階 清水　隆夫 清水歯科医院 0185-35-3737 0185-35-3080 t-simizu@movie.ocn.ne.jp
医療法人清水歯科医院
理事長　清水　隆夫

秋田県 男鹿市船越字本町1-29

125 もりやま歯科医院　手術室 秋田県 男鹿市脇本富永字野田12-2 森山　広之 もりやま歯科医院 0185-25-3054 0185-25-3062 info@moriyama-dent.com
もりやま歯科医院　
森山　広之

秋田県 男鹿市脇本富永字野田12-2

126 わしや歯科医院　手術室 秋田県 南秋田郡五城目町西磯ノ目1-2-10　１階 鷲谷　一晴 わしや歯科医院 018-852-3141 018-852-3164 washi12@ruby.ocn.ne.jp
医療法人晴功会　
理事長　鷲谷　一晴

秋田県 南秋田郡五城目町西磯ノ目1-2-10

127 よつじ歯科医院　細胞培養加工施設 秋田県 能代市字昇平岱24番1　能代オフィスビル2階 四辻　登 院長 0185-55-0061 0185-55-0061 yotsuji@shirakami.or.jp 四辻　登 秋田県
能代市字昇平岱24番1
能代オフィスビル2階

128 ももデンタルクリニック　診察室 秋田県 能代市字藤山34-1 １階 大塚　英幸 ももデンタルクリニック 0185-89-5515 0185-89-5516 yoyaku.momodental@gmail.com
医療法人ももデンタルクリニック
理事長　大塚　英幸

秋田県 能代市字藤山34-1

129 おおくま歯科クリニック  処置室 秋田県 由利本荘市赤沼下423-1 秋田県 由利本荘市赤沼下423-1

130 成瀬歯科クリニック 手術室 山形県 山形市松波２－１－２５ 成瀬　啓一 成瀬　啓一 023-625-2525 023-625-0005 成瀬歯科クリニック　成瀬　啓一 山形県 山形市松波２－１－２５

131 鈴木歯科クリニック　診療室 山形県 山形市南栄町1-3-33 1階 鈴木　喜之 鈴木歯科クリニック 023-626-1855 023-634-1188 yoshiyuki-suzuki@sepia.plala.or.jp
医療法人社団鈴木歯科クリニック
理事長　鈴木　喜之

山形県 山形市南栄町1-3-33

132 三浦歯科医院　診療室 山形県 山形市南館1丁目8番3号 三浦　祐司 院長　三浦　祐司 023-645-2733 023-645-2734 yuji_san_2@ybb.ne.jp 三浦　祐司 山形県 山形市南館1丁目8番3号

133 医療法人社団　坂下歯科医院　診療室 山形県 山形市南原町３－３－１ 坂下好一 歯科医療 023-641-8888 023-641-8893 info@418888.jp 医療法人社団　坂下歯科医院 山形県 山形市南原町３－３－１

134
山形大学医学部附属病院　輸血・細胞治療部　細胞調整
室

山形県 山形市飯田西２－２－２ 上野　義之 山形大学医学部研究支援課 023-628-5047 023-628-5058 ikekenkyu@jm.kj.yamagata-u.ac.jp 国立大学法人山形大学　学長　小山　清人 山形県 山形市小白川町１－４－１２

135 山形大学医学部附属病院　外来1階　形成外科　処置室1 山形県
山形市飯田西2-2-2　山形大学医学部附属病院　外来1
階　形成外科　20番診察室

菊地　憲明 山形大学医学部研究支援課 023-628-5047 023-628-5047 ikekenkyu@jm.kj.yamagata-u.ac.jp 国立大学法人山形大学 学長　小山　清人 山形県 山形市小白川町1-4-12

136 大塚町歯科クリニック　細胞加工室 山形県 鶴岡市大塚町２７－２８ 大瀧　信 大塚町歯科クリニック 0235-33-8461 makoto-o@sc4.so-net.ne.jp 大瀧　信 山形県 鶴岡市大山３－３３－１０

137 小滝歯科医院　手術室 福島県 いわき市小名浜大原小滝町６－２ 1F 渡辺 隆史 小滝歯科医院 0246-52-0006 0246-52-0059 watanabe@kotakishika.com
小滝歯科医院
院長　渡辺 隆史

福島県 いわき市小名浜大原小滝町６－２

138 渡辺歯科医院　診療室 福島県 いわき市植田町中央1丁目12-5　１階 渡辺　重視 渡辺歯科医院 0246-63-6480 0246-63-6646 wtdc453@gmail.com
渡辺歯科医院
渡辺　重視

福島県 いわき市植田町中央1丁目12-5

139 しんデンタルクリニック　診療室 福島県 いわき市中央台高久二丁目11番5　1F 新谷 恭弘 しんデンタルクリニック 0246-29-8020 0246-29-8022 shindent@cameo.plala.or.jp
医療法人しんデンタルクリニック
理事長　新谷 恭弘

福島県 いわき市中央台高久二丁目11番5

140 にしはら歯科クリニック　消毒準備室 福島県 いわき市東田町1-13-14　1階 西原　一成 にしはら歯科クリニック 0246-88-8770 0246-88-8770 nishihara.dental.clinic@gmail.com
医療法人にしはら歯科クリニック
理事長　西原　一成

福島県 双葉郡浪江町大字権現堂字下柳町21番地

141 医療法人渡部会　一箕歯科医院　2階特別診察室 福島県
会津若松市一箕町大字鶴賀下居合５６番地１
医療法人渡部会　一箕歯科医院　2階特別診察室

渡部好造 医療法人渡部会　一箕歯科医院　2階特別診察室 0242-22-1184 0242-22-1184
医療法人渡部会
理事長　渡部好造

福島県 会津若松市一箕町大字鶴賀下居合５６番地１

142 菊地歯科医院　手術室 福島県 会津若松市北青木３－１　1階 菊地　亮 0242-27-8111
菊地歯科医院　
院長　菊地　亮

福島県 会津若松市北青木３－１

143 医療法人うえの歯科医院　処置室 福島県 喜多方市字原田3621番地1 上野 隆朋 医療法人うえの歯科医院　受付 0241-21-8852 医療法人うえの歯科医院　理事長　上野隆朋 福島県 喜多方市字原田3621番地1

144 佐藤歯科医院　手術室 福島県 郡山市開成４丁目２－８　1階 佐藤 健仁 佐藤歯科医院 024-922-8532 024-922-8532 takeponpon@cup.ocn.ne.jp
佐藤歯科医院
院長　佐藤 健仁

福島県 郡山市開成４丁目２－８

145 うすい歯科医院　診療室 福島県 郡山市富久山町久保田字梅田78 薄井　隆 うすい歯科医院 024-990-1121 うすい歯科医院　薄井　隆 福島県 郡山市富久山町久保田字梅田78

146 内藤歯科医院　技工室 福島県 西白河郡西郷村熊倉折口原153-5　1階 内藤　尊文 内藤歯科医院 0248-25-0331 0248-25-0331 caribbb@nexyzbb.ne.jp
医療法人内藤歯科医院
理事長　内藤　尊文

福島県 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原153-5

147 たまち歯科医院　診療室 福島県 西白河郡矢吹町田町191-4　1階 佐久間　弘 たまち歯科医院 0248-44-4889 0248-44-3611 info@tamatishika.com
たまち歯科医院
院長　佐久間　弘

福島県 西白河郡矢吹町田町191-4

148 あべ歯科医院　手術室 福島県 相馬市馬場野字山越83　1階 阿部　裕哉 あべ歯科医院 0244-36-5511 0244-36-1439
あべ歯科医院
阿部　裕哉

福島県 相馬市馬場野字山越83

149 医療法人社団　慈愛恵真会　あらかい歯科医院　処置室 福島県 南会津郡南会津町関本字下休場729番地1 shouri@cello.ocn.ne.jp 福島県 南会津郡南会津町関本字下休場729番地1

150
公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 輸血・移植免
疫部 細胞培養加工施設

福島県
福島市光が丘1番地 福島県立医科大学附属病院本館2
階、医学部2号館2階

大戸 斉
公立大学法人福島県立医科大学附属病院   輸血・移植免疫
部

024-547-1536 024-549-3126 kawabata@fmu.ac.jp
公立大学法人福島県立医科大学理事長 菊地
臣一

福島県 福島市光が丘1番地

151 医療法人腎済会　佐久間デンタルクリニック　オペ室 福島県 福島市森合字屋敷中15-1 佐久間　隆章 医療法人腎済会　佐久間デンタルクリニック 024-555-6857 024-555-6862 sdc_402@yahoo.co.jp 医療法人腎済会　理事長　佐久間　隆 福島県 福島市陣場町4-8

152 いわぶち歯科医院　手術室 福島県 福島市泉字泉川9-13 岩渕　良幸 いわぶち歯科医院 024-558-4658 024-558-4656 deastjp@ruby.ocn.ne.jp
いわぶち歯科医院
岩渕　良幸

福島県 福島市泉字泉川9-13

153 ひぐち歯科医院　診察室 福島県 福島市飯坂町笠松23-2 樋口　良輔 副院長　樋口　昌男 024-542-0648 024-542-0649 m-higuc@dp.u-netsurf.ne.jp 樋口　良輔 福島県 福島市飯坂町笠松23-2

154 あい歯科クリニック 福島県 本宮市本宮字南町裡47 西山和彦 歯科 0243-33-5888 0243-34-1686 nishiyama@ai-sika.jp 西山和彦 福島県 本宮市本宮字南町裡47

155 小絹つるみ歯科医院　手術室 茨城県 つくばみらい市絹の台1-1-4　１階 鶴見　徹 小絹つるみ歯科医院 0297-21-6543
医療法人恵潤会
理事長　鶴見　毅

茨城県 筑西市海老ヶ島727番地2

156 髙田歯科医院　オペ室 茨城県 つくば市真瀬６０３－１　1階 髙田 将生 髙田歯科医院 029-875-6489 029-875-6489 mtakada@yahoo.co.jp
髙田歯科医院
院長　髙田 将生

茨城県 つくば市真瀬６０３－１

157 歯科・口腔外科　保坂クリニック　手術室 茨城県 結城市結城139 保坂　栄勇 歯科・口腔外科　保坂クリニック 0296-33-8020
歯科・口腔外科　保坂クリニック
院長　保坂　栄勇

茨城県 結城市結城139

158 白土歯科　診療室 茨城県 桜川市青木中島1433-1　1階 白土 貴之 白土歯科 0296-20-6480 0296-20-6481
白土歯科
院長　白土 貴之

茨城県 桜川市青木中島1433-1

159 山口歯科クリニック　得診室 茨城県 筑西市嘉家佐和宮西1924-1 山口　和郎 総務
080-5186-
1187

- k19860418@outlook.com
医療法人Ｇ・Ｄ・Ｃ
理事長　山口和郎

茨城県 筑西市嘉家佐和宮西1924-1

160 つるみ歯科医院　診療室 茨城県 筑西市海老ヶ島726-3　1階 鶴見 毅 つるみ歯科医院 0296-52-6482
医療法人恵潤会
理事長　鶴見 毅

茨城県 筑西市海老ヶ島726-3

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 4/31
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都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

161 吉川歯科医院　特診室 茨城県 那珂市額田北郷６０８　１階 吉川　一郎 吉川歯科医院 029-298-4108 029-298-4109 ichiryoo@agate.plala.or.jp
吉川歯科医院
院長　吉川　一郎

茨城県 那珂市額田北郷６０８

162 立原歯科医院　診療室 茨城県 日立市城南町三丁目1番33号　1階 立原　正仁 立原歯科医院 0294-22-0777 0294-22-0613 info@tachihara-shika.com
医療法人社団春風会
理事長　立原　正仁

茨城県 日立市城南町三丁目1番33号

163 わたなべ歯科クリニック　消毒コーナー 茨城県 日立市川尻町6-52-10　1F 渡邉　恭伸 わたなべ歯科クリニック 0294-25-3955 0294-25-3955
わたなべ歯科クリニック
院長　渡邉　恭伸

茨城県 日立市川尻町6-52-10

164 はせがわ整形外科クリニック培養室 栃木県 宇都宮市一条　4-5-13 長谷川　恭弘 はせがわ整形外科クリニック事務局 028-636-8488 028-636-8377 kirara@sun.ucatv.ne.jp
医療法人　恭友会　はせがわ整形外科クリニッ
ク　理事長　長谷川　恭弘

栃木県 宇都宮市一条　4-5-13

165 宇都宮竹内クリニック 処置室A 栃木県 宇都宮市駅前通り1-1-9　駅前通り第1ビル6階 竹内重夫 宇都宮竹内クリニック　受付 028-623-0303 028-627-0055 info@takeuchiclinic.com 宇都宮竹内クリニック 院長 竹内重夫 栃木県 宇都宮市駅前通り1-1-9　駅前通り第1ビル6階

166 品川美容外科　宇都宮院　（　準備室　） 栃木県
宇都宮市駅前通り一丁目4番6号 
　西口ビル5階

167 品川スキンクリニック　宇都宮院  （　準備室　） 栃木県 宇都宮市駅前通り一丁目4番6号　西口ビル4階

168 いがらし歯科医院 作業室 栃木県 宇都宮市下岡本町4552-14 五十嵐　三彦 いがらし歯科医院　事務 028-673-6661 028-673-6662 mail@igarashi-dc.com 五十嵐　三彦 栃木県 宇都宮市下岡本町4552-14

169 ひやま歯科クリニック　診療室 栃木県 宇都宮市今泉1-1-8　2階 檜山　成寿 ひやま歯科クリニック 028-624-5628 028-624-5627 hiyama.dent@orange.plala.or.jp
医療法人まこと会
理事長　檜山　達郎

栃木県 那須塩原市弥生町2-28

170 田中歯科医院　診療室 栃木県 宇都宮市今泉町2543-131　田中歯科ビル1F 田中　良幸 田中歯科医院 028-663-7388 028-663-7388
田中歯科医院　
院長　田中　良幸

栃木県
宇都宮市今泉町2543-131　
田中歯科ビル1F

171 あつ歯科　手術室 栃木県 宇都宮市宿郷5-23-4 佐藤　篤 あつ歯科 028-638-7575 028-638-5025 atu.net@nifty.com あつ歯科　佐藤　篤 栃木県 宇都宮市宿郷5-23-4

172 むらかみ歯科医院　手術室 栃木県 宇都宮市鶴田2-21-9　1階 村上　修一 むらかみ歯科医院 028-647-4618 028-647-4617 4618@murakamidental.com
医療法人むらかみ歯科医院
理事長　村上　修一

栃木県 宇都宮市鶴田二丁目21番9号

173 室野井歯科クリニック　手術室 栃木県 宇都宮市東塙田2-2-18 室野井　基夫 室野井歯科クリニック 028-622-2126 028-624-2227 mci1980@image.ocn.ne.jp
医療法人室野井歯科クリニック
理事長　室野井　基夫

栃木県 宇都宮市東塙田2-2-18

174 KANEKO DENTAL OFFICE　手術室 栃木県 宇都宮市南大通り1-3-8　１階 金子　泰英 KANEKO DENTAL OFFICE 028-688-8100 028-688-8200 yasuhide0218@live.jp
KANEKO DENTAL OFFICE
院長　金子　泰英

栃木県 宇都宮市南大通り1-3-8

175 かさはら歯科医院　特別診療室1 栃木県 宇都宮市簗瀬4丁目6-6　1階 笠原　洋史 かさはら歯科医院 028-651-1560 028-651-1570
かさはら歯科医院
院長　笠原　洋史

栃木県 宇都宮市簗瀬4丁目6-6

176 あいだ歯科  技巧室 栃木県 小山市東城南3-3-32 相田 聡 あいだ歯科 0285-31-3418 0285-31-3419 sa.ka-ma@tvoyama.ne.jp
あいだ歯科
院長　相田 聡

栃木県
小山市東城南3-3-32

177 今泉歯科医院　診療室 栃木県 栃木市今泉町2-11-34　1階 井本　明基 今泉歯科医院 0282-23-8148 0282-22-2685 meikiyty@green.ocn.ne.jp 今泉歯科医院　井本　明基 栃木県 栃木市今泉町2-11-34

178 スマイル歯科　診療室 栃木県 那須烏山市藤田1477　1階 塩田 太 スマイル歯科 0287-88-5505 0287-88-5505 hbjhm929@ybb.ne.jp
スマイル歯科
院長　塩田 太

栃木県 那須烏山市藤田1477

179 桧山歯科クリニック　手術室 栃木県 那須塩原市弥生町2-28 3階 檜山　達郎 桧山歯科クリニック 0287-64-1180 0287-64-1181 hiyama.dent@orange.plala.or.jp
医療法人まこと会
理事長　檜山　達郎

栃木県 那須塩原市弥生町2-28

180 荒神橋のだ歯科医院診療室 栃木県 日光市森友904-1 野田正和 荒神橋のだ歯科医院（院長） 0288-22-8211 野田正和 栃木県
日光市森友904-1
荒神橋のだ歯科医院

181 中島歯科医院　診療室 群馬県 桐生市琴平町11-11 中島　和敏 中島歯科医院 0277-22-0008 0277-22-0009 info@nakajima-shika.com 中島歯科医院　中島　和敏 群馬県 桐生市琴平町11-11

182 医療法人英悠会　はるな歯科クリニック　処置室 群馬県 高崎市中里見町363番地1 清水　英之 理事長　清水　英之 027-374-4618 医療法人英悠会　理事長　清水英之 群馬県 高崎市中里見町363番地1

183 共立美容外科　高崎 処置室 群馬県 高崎市八島町６５　明石屋ビル２F 山田晋介 共立美容外科　高崎 027-310-7011 027-310-7012 kyoritu.takasaki@gol.com 山田晋介 群馬県
高崎市八島町６５　　明石屋ビル２Ｆ
共立美容外科  高崎

184 フォレスト整形外科スポーツクリニック処置室 群馬県 前橋市古市町180-1　フォレストモール新前橋内 小林　淳 フォレスト整形外科スポーツクリニック事務局 027-212-0888 小林　淳 群馬県
前橋市古市町１８０－１　フォレストモール新前橋内
フォレスト整形外科スポーツクリニック

185 善衆会病院　診察室（整形8） 群馬県 前橋市笂井町54-1　1F 木村　雅史 医療法人社団善衆会　善衆会病院 027-261-5410 027-261-5450 tateno@zenshukai.com
医療法人社団善衆会
理事長　木村 雅史

群馬県 前橋市笂井町54-1

186 幸生歯科医院　診療室 群馬県 太田市新田市野井町624-1 １階 山田　幸生 幸生歯科医院 0276-57-0062 0276-57-0062 sachio_dc@cmail.plala.or.jp
幸生歯科医院
院長　山田　幸生

群馬県 太田市新田市野井町624-1

187 中央歯科クリニック　手術室 群馬県 太田市新田上江田735-1 1階 原田　博 中央歯科クリニック 0276-56-0418 0276-56-0419 chuo.0418@ozzio.jp
医療法人中央会　
理事長　原田　知

群馬県 太田市新田上江田町735-1

188 本島総合病院　歯科口腔外科　診療室 群馬県 太田市西本町3-8　2F 麻野　和宏 本島総合病院　歯科口腔外科 0276-22-7131 0276-22-4682 twfxw572@ybb.ne.jp
医療法人島門会
理事長　本島　悌司

群馬県 太田市西本町3番8号

189 スマイルデンタルオフィス　外科処置室 群馬県 太田市石原町２１１－３　1階 細谷　梓 スマイルデンタルオフィス 0276-46-8016 0276-67-7437 ancksmile@outlook.jp
医療法人博愛会　
理事長　細谷 賢

群馬県 前橋市元総社町130番地の1

190 医療法人KOSSMOS会　剣持整形外科　手術室 群馬県 太田市東本町42-1 剣持雅彦 剣持整形外科　看護部 0276-25-2537 0276-25-2547 kossmos@rainbow.plala.or.jp 医療法人KOSSMOS会 理事長　剣持雅彦 群馬県 太田市東本町42-1

191 おおたモール歯科　診療室 群馬県 太田市飯塚町626-1　ベイシアおおたモール内　1F 八木　大輔 おおたモール歯科 0276-57-8556 0276-57-8556 omdc8555@yahoo.co.jp
医療法人恵優会　
理事長　八木　大輔

群馬県 太田市飯塚町626番地1

192 医療法人順守会　千代田医院　手術室 群馬県 邑楽郡千代田町赤岩1773-1 高橋逸夫 美容外科・形成外科 0276-86-6080 医療法人順守会　千代田医院　高橋逸夫 群馬県 邑楽郡千代田町赤岩1773-1

193 大関歯科医院　調整室 埼玉県 さいたま市浦和区岸町3-15-12 大関　豊岳 大関歯科医院 048-822-3250 院長　大関　豊岳 埼玉県 さいたま市浦和区岸町3-15-12

194 とくやま歯科医院 ope室 埼玉県 さいたま市浦和区高砂1-2-1Ａｐｅｘタワー203 徳山　毅 院長　徳山　毅 048-822-2228 048-822-2228 tokuyama.dental@sky.plala.or.jp 医療法人社団健佑会　理事長　徳山　毅 埼玉県
さいたま市浦和区高砂1-2-1
Ａｐｅｘタワー203

195 プリモ歯科　診療室 埼玉県
さいたま市浦和区上木崎2-15-3　プリムヴェール上木崎
1F

藤田　忠 プリモ歯科 048-833-6770 048-833-6770 huzita.tadasi@sepia.plala.or.jp
プリモ歯科
院長　藤田　忠

埼玉県
さいたま市浦和区上木崎2-15-3　
プリムヴェール上木崎1F

196 医療法人　川久保病院　手術室 埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町29-18 川久保　武生 ｽﾎﾟｰﾂ医学ｾﾝﾀｰ 048-882-2916 048-886-7803 kawakubohospital@hotmail.co.jp
医療法人　川久保病院
理事長　川久保　博文

埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町29-18

197 千春皮フ科クリニック　処置室 埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町9-1　スミダワン本館5階 渡邊　千春 院長　渡邊　千春 埼玉県
さいたま市浦和区東高砂町9-1
スミダワン本館5階

198 勝沼歯科クリニック　スタッフルーム 埼玉県 さいたま市岩槻区南平野4-8-1　１階 勝沼　孝臣 勝沼歯科クリニック 048-756-0275
勝沼歯科クリニック
院長　勝沼　孝臣

埼玉県 さいたま市岩槻区南平野4-8-1

199 大宮スキンクリニック　処置室 埼玉県 さいたま市大宮区宮町1ー36　見留ビル3階 石井　良典 大宮スキンクリニック　院長　石井良典 埼玉県
さいたま市大宮区宮町1ー36
見留ビル3階

200 パークサイドデンタルオフィス　処置室 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2－192　岡田ビル２F 吉田 茂治 パークサイドデンタルオフィス 048-650-2918 吉田 茂治 埼玉県
さいたま市大宮区桜木町2－192
岡田ビル２F

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 5/31
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201
医療法人COSMOS　大竹歯科クリニック　細胞培養加工
施設

埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2-297-1桜ビル1F 大竹　敦 理事長　大竹　敦 048-644-9922 医療法人COSMOS　理事長　大竹敦 埼玉県
さいたま市大宮区桜木町二丁目297番地1
桜ビル1F101号室

202 品川美容外科　大宮院　（　処置室　4　） 埼玉県
さいたま市大宮区桜木町二丁目1番地1
　アルシェ8階

203 品川スキンクリニック　大宮院　（　処置室　8　） 埼玉県
さいたま市大宮区桜木町二丁目1番地1
　アルシェ8階

204 医療法人社団皓明会伊藤歯科医院 1階　特診室 埼玉県
さいたま市中央区鈴谷４丁目１１番１２号
医療法人社団皓明会伊藤歯科医院 1階　特診室

伊藤光一 医療法人社団皓明会伊藤歯科医院 1階　特診室 048-857-5441 048-857-5461 ito-shikaiin@mist.ocn.ne.jp
医療法人社団　皓明会　伊藤歯科医院　
理事長　伊藤光一

埼玉県 さいたま市中央区鈴谷４丁目１１番１２号

205 マーレあきら歯科クリニック　診療室 埼玉県
さいたま市南区白幡5丁目19番19号 
マーレビルB館1階

長谷川　晶 マーレあきら歯科クリニック 048-816-4168 048-816-4168
医療法人社団波多野会
理事長　長谷川　晶

埼玉県
さいたま市南区白幡五丁目19番19号 
マーレビルB館1階

206 岡本歯科医院　診療室 埼玉県 さいたま市北区宮原町4-12-3　1階 岡本　順孝 岡本歯科医院 048-664-5112 048-664-5295 okamo8@sirius.ocn.ne.jp
医療法人社団岡本歯科医院
理事長　岡本　順孝

埼玉県 さいたま市北区宮原町4-12-3

207 アイ歯科クリニック　手術室 埼玉県 さいたま市北区櫛引町2-574-1 大宮イオン2F
医療法人社団秀雄会
理事長　豊川  竜多

東京都
中野区野方六丁目51番10号 
エクセル野方1階

208 ほそや歯科クリニック　手術室 埼玉県 加須市根古屋644番地11 細谷　真人 ほそや歯科クリニック 0480-73-8461 0480-73-2448 matoos@par.odn.ne.jp ほそや歯科クリニック　細谷　真人 埼玉県 加須市根古屋644番地11

209 大塚歯科医院　手術室 埼玉県 久喜市葛梅1-17-1　１F 大塚　利広 大塚歯科医院 0480-59-0114 0480-59-0750 toshibo8109@yahoo.co.jp
医療法人希城会大塚歯科医院　
理事長　大塚　利広

埼玉県 久喜市葛梅一丁目17番地1

210 めぐみ歯科　技工室 埼玉県 久喜市吉羽726-1　1階 馬場　惠利子 めぐみ歯科 0480-23-2074 0480-21-3051 bebe7393@yahoo.co.jp
医療法人社団愛＆安
理事長　馬場　惠利子

埼玉県 久喜市吉羽726-1

211 森山歯科　診療室 埼玉県 狭山市新狭山3-10-44 １階 森山　明勲 森山歯科 04-2953-4182 04-2955-2966 qjdyt809@ybb.ne.jp
森山歯科
院長　森山　明勲

埼玉県 狭山市新狭山3-10-44

212 三空歯科　手術室 埼玉県 戸田市上戸田5-19-7　１階 平井　直樹 三空歯科 048-432-3378 048-432-3399 dental_misora@yahoo.co.jp
医療法人伸和会（社団）
理事長　平井　直樹

埼玉県 戸田市上戸田5-19-7

213 あいのまち歯科医院　手術室 埼玉県 鴻巣市愛の町441 田口　茂和 あいのまち歯科医院 048-595-3711 048-595-3727 ainomachishika@gmail.com
あいのまち歯科医院
院長　田口　茂和

埼玉県 鴻巣市愛の町441

214
明海大学歯学部付属明海大学病院  　歯周病科　第26診
療室

埼玉県 坂戸市けやき台1番1号　2階 申　基喆 明海大学歯学部付属明海大学病院  病院事務課 049-279-2733 049-285-6036 mhospital@dent.meikai.ac.jp
学校法人明海大学
理事長　宮田 淳

埼玉県 坂戸市けやき台1番1号

215
明海大学歯学部付属明海大学病院　 PDI診療センター科
第28診療室

埼玉県 坂戸市けやき台1番1号　2階 申　基喆 明海大学歯学部付属明海大学病院　病院事務課 049-279-2733 049-285-6036 mhospital@dent.meikai.ac.jp
学校法人明海大学
理事長　宮田 淳

埼玉県 坂戸市けやき台1番1号

216 若宮歯科医院　診療室 埼玉県 坂戸市成願寺323-1　1階 関口　昌宏 若宮歯科医院 049-282-5050 049-282-5050
若宮歯科医院
院長　関口　昌宏

埼玉県 坂戸市成願寺323-1

217 みさわ歯科　オペ室 埼玉県 春日部市粕壁一丁目7番地1　1階 三澤 篤 みさわ歯科 048-754-8241 048-754-8241 info@misawa-implant.jp
医療法人社団みさわ会
理事長　三澤 篤

埼玉県 春日部市粕壁一丁目7番地1

218 辻歯科医院　手術室 埼玉県 所沢市小手指町4-20-6　1階 辻　浩洋 辻歯科医院 04-2948-9311 04-2949-0003 memory@tsujishika.jp 医療法人真美会　理事長　辻 浩洋 埼玉県 所沢市小手指町4-20-6

219 白鳥歯科・矯正歯科　消毒室 埼玉県 上尾市瓦葺934-1　1階 白鳥 裕一 白鳥歯科・矯正歯科 048-723-0000 048-723-6000 info@shiratori-shika.jp
医療法人生きる会
理事長　白鳥 裕一

埼玉県 上尾市大字瓦葺934番地1

220 三井歯科医院　細胞培養加工施設 埼玉県 上尾市中妻4丁目18番地11 萩原　寛司 院長 048-778-5811 048-778-5810 萩原　寛司 埼玉県 上尾市中妻4丁目18番地11

221 上尾中央総合病院　診療室 埼玉県 上尾市柏座1丁目10-10　G館3階 富田　文貞 上尾中央総合病院 048-773-1111 048-773-7122 ageohp@ach.or.jp
医療法人社団愛友会　
理事長　中村　康彦

埼玉県 上尾市柏座1丁目10-10

222 沼尻歯科医院　診療室 埼玉県 上尾市緑丘五丁目3番8号　1階 沼尻 克美 沼尻歯科医院 048-776-4618 048-776-4618 n-katsu@gray.plala.or.jp
医療法人社団経世会
理事長　沼尻 克美

埼玉県 上尾市緑丘五丁目3番8号

223
埼玉医科大学総合医療センター形成外科・美容外科外来
処置室

埼玉県 川越市鴨田1981　２階形成外科・美容外科外来 三鍋俊春 埼玉医科大学総合医療センター形成外科・美容外科 049-228-3636 049-228-3651 yama6122@yahoo.co.jp
学校法人埼玉医科大学
理事長　丸木清之

埼玉県 入間郡毛呂山町毛呂本郷38

224 笠幡歯科医院　診療室 埼玉県 川越市大字笠幡3742－4　1階 佐藤 彰恭 笠幡歯科医院 049-233-0118 049-233-0118 kasadent@agate.plala.or.jp
医療法人社団 笠幡歯科医院
理事長　佐藤 彰恭

埼玉県 川越市大字笠幡3742番地4

225 ヒロデンタルクリニック（細胞培養室） 埼玉県 川越市大字的場565-1 堅木　浩樹 歯科口腔外科 049-232-4432 堅木　浩樹 埼玉県 川越市大字的場565-1

226 落合歯科医院　診療室 埼玉県 秩父市相生町8-9 1階 落合　貴史 落合歯科医院 0494-24-2266
医療法人社団エーオーディー
理事長　落合 貴史

埼玉県 秩父市相生町8-9

227 ヤナセ歯科医院　診療室 埼玉県
朝霞市東弁財1-3-9 
イーストアレイビル4階

簗瀬　武史 ヤナセ歯科医院 048-476-0156 048-471-0738 t-yanase@yanase-dental.com
医療法人社団泰峰会
理事長　簗瀬 武史

埼玉県
朝霞市東弁財1-3-9 
イーストアレイビル4階

228 たんぽぽ歯科医院　診察室（№6） 埼玉県 東松山市高坂８８４－１　1階 松崎 正宏 たんぽぽ歯科医院 0493-31-1717 0493-31-1771 tanpopo.dental@celery.ocn.ne.jp
医療法人社団Ｊ･Ｋ･Ａ
理事長　松崎 正宏

埼玉県 東松山市大字高坂弐番町８８４番地１

229
埼玉医科大学国際医療センター　E棟2階　治療室3、細胞
プロセッシング室1

埼玉県 日高市山根1397-1 E棟2階 小山　勇 臨床試験支援センター 042-984-4523 042-984-4525 chikens@saitama-med.ac.jp 学校法人埼玉医科大学　理事長　丸木　清之 埼玉県 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷38番地

230 えいすけ歯科クリニック　診療室 埼玉県 北葛飾郡杉戸町高野台東2-2-20　1階 井下　榮亮 えいすけ歯科クリニック 0480-33-6480 0480-33-6480
えいすけ歯科クリニック　
院長　井下榮亮

埼玉県 北葛飾郡杉戸町高野台東2-2-20

231 ヒロデンタルクリニック　処置室 埼玉県 蕨市中央7-35-2　Hiroビル1F 金子博寿 医療法人社団　健創会　ヒロデンタルクリニック　事務局 048-434-3493 048-434-3494 jimu@hirodent.com 医療法人社団　健創会　理事長　金子博寿 埼玉県 蕨市中央7-35-2　Hiroビル1F

232 蔵元歯科医院  消毒コーナー 埼玉県 蕨市塚越1-9-16 1F 蔵元 龍次郎 蔵元歯科医院 048-444-6677 048-444-6683 suneopag@icloud.com
蔵元歯科医院
院長　蔵元 龍次郎

埼玉県 蕨市塚越1-9-16

233 清河歯科医院 診療室 千葉県 印旛郡栄町安食台4-39-3 清河建明 清河歯科医院 0476-95-6490 0476-85-7121 kmplkiyokawa@kbf.biglobe.ne.jp 清河建明 千葉県 印旛郡栄町安食台4-39-63

234 梅村歯科医院　診療室 千葉県 印旛郡酒々井町中央台2-16-6　1階 梅村　義成 梅村歯科医院 043-496-7774 043-496-1690 wumes01@yahoo.co.jp
医療法人社団梅村歯科医院
理事長　梅村　義成

千葉県 印旛郡酒々井町中央台二丁目16番6

235 iCube Dental Clinic 新浦安　診察室2 千葉県 浦安市高洲3-21-12　2階 深川 周 iCube Dental Clinic 新浦安 047-720-3192 047-720-4649 icube.dc@gmail.com
医療法人社団iCube
理事長  深川 周

千葉県 浦安市高洲三丁目21番12

236 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院手術室 千葉県 鴨川市東町929 福間　英祐 診療部事務室 04-7092-2211 04-7099-1198 shindo.kanako@kameda.jp
医療法人鉄蕉会　
理事長　亀田隆明

千葉県 鴨川市東町929

237 しらとり歯科　診療室Ⅱ 千葉県 君津市外箕輪4-1-16　1階 白鳥 智也 しらとり歯科 0439-50-8767
しらとり歯科
院長　白鳥 智也

千葉県
君津市外箕輪4-1-16

238 厚生歯科　診療室 千葉県 市川市八幡2-16-16　2F 047-334-5150 047-336-4066 takao@kosesika.or.jp 医療法人社団恵生会　理事長　渡邊 孝夫 千葉県 市川市八幡2-16-16 クレール本八幡201

239 医療法人社団鐵櫻会シャルムクリニック診療室1,2 千葉県 松戸市秋山68-12 桜井直樹 院長 047-710-7788 047-710-7766 info@charme-clinique.jp
医療法人社団　鐵櫻会
理事長　桜井直樹

千葉県 松戸市秋山68-12

240 医療法人社団誠歯会　加藤歯科クリニック　処置室 千葉県 松戸市北松戸二丁目７番地の16　2階 加藤欽也 加藤歯科クリニック 047-363-4182 医療法人社団誠歯会　理事長　加藤欽也 千葉県 松戸市北松戸二丁目７番地の16

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
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241 脇谷歯科クリニック　診療室 千葉県 松戸市六高台6-70　１階 脇谷　隆徳 脇谷歯科クリニック 047-384-1580 047-384-1583 wshika@abox2.so-net.ne.jp
医療法人社団尚友会　
理事長　脇谷　隆徳

千葉県 松戸市六高台六丁目70番

242 蘭子歯科クリニック　診療室 千葉県 成田市公津の杜4-12　ＣＯ－Ｚ　東館Ｂ２ 清河蘭子 蘭子歯科クリニック 0476-28-4848 0476-28-4848 kmplkiyokawa@kbf.biglobe.ne.jp 清河蘭子 千葉県 成田市公津の杜4-12　ＣＯ－Ｚ東館Ｂ２

243 成田赤十字病院　輸血検査室・検査調整室 千葉県 成田市飯田町９０－１　A棟2階・A棟7階 加藤　誠 成田赤十字病院 医事管理課（内線2838） 0476-22-2311 0476-22-6477 iji@naritasekijyuji.jp
日本赤十字社
社長　近衞 忠煇

東京都 港区芝大門一丁目1番3号

244 諸隈歯科医院　診療室 千葉県 千葉市稲毛区黒砂1-15-1 1階 諸隈　正和 諸隈歯科医院 043-241-0431 043-244-6653 my_special_basuki@yahoo.co.jp
諸隈歯科医院
諸隈　正和

千葉県 千葉市稲毛区黒砂1-15-1

245 小口デンタルクリニック　診療室-1 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷２－６－１８ 小口　亘 小口デンタルクリニック　事務局 043-272-6471 小口　亘 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷２－６－１８

246 三愛歯科クリニック診療室 千葉県 千葉市若葉区小倉台６－２６－８ 川嶋利男 院長 043-235-3328 川嶋利男 千葉県 千葉市若葉区小倉台６－２６－８

247 品川スキンクリニック　千葉院　（　処置室－５　） 千葉県 千葉市中央区新町1000番地　センシティビルディング6階

248 品川美容外科　千葉院　（　回復室ー１　） 千葉県 千葉市中央区新町1000番地　センシティビルディング6階

249
独立行政法人国立病院機構千葉東病院セルプロセッシン
グセンター

千葉県 千葉市中央区仁戸名町６７３ 圷　尚武 独立行政法人国立病院機構千葉東病院　企画課　堀田宣之 043-261-5171 043-268-2613 212iy01@hosp.go.jp
独立行政法人国立病院機構　理事長　桐野髙
明

神奈川県 目黒区東が丘２-5-21

250 わかばデンタルクリニック　消毒室 千葉県 千葉市中央区都町1059-15 １階 朱　貞秀 わかばデンタルクリニック 043-233-7648
わかばデンタルクリニック
院長　朱　貞秀

千葉県 千葉市中央区都町1059-15

251 肌と歯のクリニック東京ベイ幕張 処置室 千葉県
千葉市美浜区ひび野2-3 　アパホテル＆リゾート〈東京ベ
イ幕張〉セントラルタワー2F

大木 健作 肌と歯のクリニック東京ベイ幕張 043-386-9138
050-3730-
1189

kensaku-oki@m4.dion.ne.jp
医療法人社団究美会
理事長　大木 健作

千葉県
千葉市美浜区ひび野二丁目3番地
アパホテルアンドリゾート東京ベイ幕張2階

252 市場町デンタルクリニック 消毒準備室 千葉県
船橋市市場1-5-22　1階
市場町デンタルクリニック

横山　研士郎 横山　研士郎 千葉県
船橋市市場5-1-22　1階
市場町デンタルクリニック

253 もりやま歯科　特診室 千葉県 船橋市本町 7丁目15－14 セゾン天沼 1階 047-460-1234 047-460-1234 info@moriyama-dc.jp
医療法人社団幸恵会
理事長　森山　幸一

千葉県
船橋市本町 7丁目15－14 
セゾン天沼 1階

254 市川ビル さとう歯科医院　技工室 千葉県 船橋市本町1-17-3  1階 佐藤 博章 市川ビル さとう歯科医院 047-431-4721 047-431-4721 satohiroaki1128@yahoo.co.jp
市川ビル さとう歯科医院
院長　佐藤 博章

千葉県 船橋市本町1-17-3

255 船橋中央クリニック　準備室 千葉県 船橋市本町6-4-15　ｸﾞﾗﾝ大誠ﾋﾞﾙ2F 元神賢太 看護部 047-421-1657 047-460-7441 soudan@funa-biyou.com 医療法人社団セレス　理事長　元神賢太 千葉県 船橋市本町6-4-15 ｸﾞﾗﾝ大誠ﾋﾞﾙ2F

256 医療法人社団一歯会　求名駅前歯科医院　処置室 千葉県 東金市求名2-34 川島 達人 医療法人社団一歯会　求名駅前歯科医院　受付 0475-52-7070 医療法人社団一歯会　理事長　川島 達人 千葉県 山武郡蓮沼村イの1648番地の２

257 やひろ歯科医院　特別診療室 千葉県 東金市東新宿18-1　酒造ビル103 八尋義憲 やひろ歯科医院　特別診療室 0475-54-5566 0475-54-5566 y-yahiro0625@rondo.ocn.ne.jp 八尋義憲 千葉県 東金市東新宿18-1　酒造ビル103

258 山口歯科クリニック　診療室 千葉県 柏市高柳1537-1　2階 山口　公司 山口歯科クリニック 04-7193-5105 04-7193-5109 yamadent@db3.so-net.ne.jp 山口歯科クリニック　院長　山口　公司 千葉県 柏市高柳1537-1

259 末石歯科　診療室 千葉県 柏市松葉町2-1-21　1階 末石　玄一 末石歯科 04-7132-5652 04-7132-9717 sminami3918@ja2.so-net.ne.jp
末石歯科
院長　末石　玄一

千葉県 柏市松葉町2-1-21

260 高野歯科医院　診療室 千葉県
柏市泉町1-4　1階

高野　光子 高野歯科医院 04-7167-2611 04-7167-2614
高野歯科医院
院長　高野　光子

千葉県 柏市泉町1-4

261
医療法人社団友正会　クレイン歯科クリニック 1階　特診
室

千葉県
柏市中新宿三丁目2番2号　クレール中新宿1階　医療法
人社団友正会　クレイン歯科クリニック 1階　特診室

鶴田　正 医療法人社団友正会　クレイン歯科クリニック 1階　特診室 047-196-6811 047-196-6811 tsuruta@mountain.ocn.ne.jp
医療法人社団友正会
理事長　鶴田　正

千葉県
柏市中新宿三丁目2番2号　
クレール中新宿1階

262 Ｋデンタルオフィス　川崎歯科診療所　診療室 千葉県
柏市柏2-5-5　
ザ・カシワ拾番2F

川崎　智之 Ｋデンタルオフィス　川崎歯科診療所 04-7162-0108 04-7196-6695 info@kdo-0108.com
Ｋデンタルオフィス　川崎歯科診療所
院長　川崎　智之

千葉県
柏市柏2-5-5　
ザ・カシワ拾番2F

263 ユアーズ歯科柏クリニック　診療室 千葉県 柏市柏2-8-9　千葉スカイビル１F 日上　正博 ユアーズ歯科柏クリニック 04-7162-6661 04-7162-6665 yours.dental.higami@gmail.com
医療法人社団碧空会
理事長　梶村 幸市

東京都
中央区日本橋箱崎町17-1
箱崎リージェントビル1階

264 葉山歯科医院　診療室 千葉県 柏市柏7-9－3　2階 寺山  功 葉山歯科医院 04-7164-6480 04-7164-0600 isao3111@gray.plala.or.jp
葉山歯科医院
院長　寺山  功

千葉県 柏市柏7-9－3

265 内堀歯科医院　診療室 千葉県 柏市豊四季514-6 内堀　健二 内堀歯科医院 04-7174-1710 04-7174-1834 内堀歯科医院　内堀　健二 千葉県 柏市豊四季514-6

266 八千代歯科クリニック　診療室 千葉県 八千代市八千代台北5-3-17 古屋　浩 八千代歯科クリニック 047-486-0479 047-486-6434 ydc@iijmio-mail.jp
八千代歯科クリニック
院長　古屋　浩

千葉県 八千代市八千代台北5-3-17

267 医療法人社団明敬会重城病院　PRP準備室 千葉県 木更津市万石３４１－１ 重城明男 重城病院　整形外科 0438-41-6411 - jujo717top@gmail.com 医療法人社団明敬会　重城病院　重城明男 千葉県 木更津市万石３４１－１

268 キッコーマン総合病院　製剤室 千葉県 野田市宮崎100番地　2階 久保田　芳郎 診療部（田中利和） 04-7123-5911 04-7123-5920 tostanaka@mail.kikkoman.co.jp 代表取締役社長　堀切　功章 千葉県
野田市野田250番地
キッコーマン株式会社

269 川崎歯科医院　診療室 東京都 葛飾区鎌倉4-38-14　1F 川崎　由希子 川崎歯科医院 03-5694-4618 03-6657-8309 info@y-kdc4618.com
医療法人社団友秀会
理事長　川崎　智之

東京都 葛飾区鎌倉四丁目38番14号

270 高砂美容外科　処置室 東京都 葛飾区高砂5-40-12 高砂眼科2F 岡本祥正
 医療法人社団 祥正会
理事長　岡本祥正

東京都 葛飾区高砂5-40-12

271 なかの歯科クリニック　診療室 東京都 江戸川区西葛西７丁目６－２　1階 中野 文明 なかの歯科クリニック 03-5674-8211 03-5674-8282 f-nakano@kt.rim.or.jp
なかの歯科クリニック
院長　中野 文明

東京都 江戸川区西葛西７丁目６－２

272 精美スキンケアクリニック　診療室10番 東京都 江戸川区西小岩1-29-1 山本 博意 精美スキンケアクリニック事務局 03-5612-2838 03-5612-2861 seibi@violin.ocn.ne.jp 精美スキンケアクリニック　院長　山本 博意 東京都 江戸川区西小岩1-29-1

273 こばやし歯科クリニック　診療室 東京都 江戸川区中央4-11-8-4F 小林　健一郎 こばやし歯科クリニック 03-3653-7567 03-3654-7567 kdc7567@gmail.com
こばやし歯科クリニック
小林　健一郎

東京都 江戸川区中央4-11-8-4F

274
医療法人社団伸治歯整会　新井歯科　細胞培養加工施
設

東京都 江戸川区東小岩１－４－４－1F 新井伸治 理事長　新井伸治 03-5668-8140 医療法人社団伸治歯整会　理事長　新井伸治 東京都 江戸川区東小岩一丁目4番4号

275 社会福祉法人　仁生社　江戸川病院　無菌調剤室 東京都 江戸川区東小岩2-24-18 加藤隆弘 社会福祉法人　仁生社　江戸川病院　検査科 03-3673-1221 03-3673-1225 kensa@edogawa.or.jp
社会福祉法人　仁生社　江戸川病院
院長　加藤隆弘

東京都 江戸川区東小岩2-24-18

276 金栗歯科クリニック　診療室 東京都 江戸川区南小岩4丁目4－20 1F 金栗 勝仁 金栗歯科クリニック 03-3659-0893 03-3659-0893 kanakuridental@air.ocn.ne.jp
金栗歯科クリニック
院長　金栗 勝仁

東京都 江戸川区南小岩4丁目4－20

277 ドクター小池クリニック診療室 東京都 江東区亀戸2-42-5くらまえ三洋ビル5F 小池佳嗣 ドクター小池クリニック事務局 03-5858-8111 03-5858-9858 k@koicl.com 小池佳嗣 東京都 江東区亀戸2-42-5くらまえ三洋ビル5F

278 オーデンタルケアクリニック手術室 東京都 江東区亀戸6-57-20　Fujisaki kameido東口ビル2F 大森　実 院長　大森　実 03-3681-8217 03-3681-8218 odcc-o@pa2.so-net.ne.jp オーデンタルケアクリニック　大森　実 東京都
江東区亀戸6-57-20
Fujisaki Kameido東口ビル2F

279 上川歯科医院　X線室 東京都 江東区住吉2-8-12　１階 上川　明久 上川歯科医院 03-5600-2939 03-5600-2939 akyaki@mx1.ttcn.ne.jp
医療法人社団　上川歯科医院
理事長　上川　明久

東京都 江東区住吉二丁目8番12号1階

280 医療法人社団瑞芳会　中村歯科医院　手術室 東京都 江東区千石3-1-36 GRACE BLDG.3F 中村　雅之 副院長　中村　佐和子 03-5677-4618 03-5677-4617 sawabie@vm01.vaio.ne.jp 医療法人社団瑞芳会　理事長　中村雅之 東京都
江東区千石三丁目1番36号
GRACE BLDG.　1・2・3階

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 7/31



再生医療等安全性確保法第40条第１項の規定により届出された細胞培養加工施設の一覧 平成28年5月31日現在

都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

281 スタークリニック細胞培養センター 東京都 港区海岸3-26-1　バーク芝浦１１Ｆ スタークリニック事務局 03-6453-7031 03-6453-7215 abichan007@gmail.com
スタークリニック　
院長　岩本　拓

東京都 港区海岸3-26-1　バーク芝浦11F

282
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　本館5階　血
液浄化療法室

東京都 港区虎ノ門二丁目2番2号 牧野　茂義
国家公務員共済組合連合会
虎の門病院　医事課　医事係

03-3588-1111 03-3560-7812 motoki-ishikawa@toranomon.gr.jp
国家公務員共済組合連合会　理事長　尾原　榮
夫

東京都 千代田区九段南一丁目1番10号

283 高島デンタルオフィス　アレア品川　手術室 東京都 港区港南一丁目9番36号 NTTDATAビルアレア品川2階 高島　義明 高島デンタルオフィス　アレア品川 03-6718-1800 03-6718-1800 takashima-dentista@forest.ocn.ne.jp 医療法人社団佳明会　理事長　高島　義明 東京都
港区港南一丁目9番36号
NTTDATAビルアレア品川2階

284 医療法人邦寿会　イーストワン皮膚科・形成外科　処置室 東京都
港区港南二丁目16番1　品川イーストワンタワークリニック
モール　307-D

池田　欣生 総務 03-5479-3388 03-6433-0175 info@e-onetower.jp 医療法人邦寿会　理事長　池田壽雄 大阪府 和泉市葛の葉町60番地の11

285 品川スキンクリニック　品川院　（　準備室　） 東京都 港区港南二丁目5番3号　オリックス品川ビル6階

286 Ｄ－ＦＲＯＮＴクリニック ( 処置室-14 ) 東京都 港区港南二丁目5番3号　オリックス品川ビル9階

287
品川美容外科　品川院　(2階手術室－１、3階手術室-１、
4階処置室-７）

東京都 港区港南二丁目6番3号　シントミビル　2～4階

288 高輪皮膚科・形成外科 2階　処置室2 東京都 港区高輪2-16-49 風間　真人 03-6450-3129 03-6450-3152

289 吉樹デンタルクリニック　手術室、診療室 東京都 港区新橋4-27-4 新橋吉樹ビル1F 林　丈裕 吉樹デンタルクリニック 03-3434-6480 03-3434-6481 tarku-dent@utopia.ocn.ne.jp 医療法人社団丈秀会　理事長　林　丈裕 東京都 港区新橋4-27-4 新橋吉樹ビル1F

290 みやた形成外科・皮ふクリニック処置室 東京都 港区西新橋２－５－１１NTKビル３階 宮田成章 みやた形成外科・皮ふクリニック 03-5510-3931 03-5510-3932 宮田成章 東京都
港区西新橋２－５－１１NTKビル３階
みやた形成外科・皮ふクリニック

291 西麻布デンタルクリニック　手術室 東京都 港区西麻布4丁目1番4号　西麻布MKビル2階 朝波 惣一郎 西麻布デンタルクリニック 03-5485-8041 03-5485-8810 dental@azabu.or.jp
医療法人社団八雲会
理事長　大越聡一郎

東京都
港区西麻布4丁目1番4号　
西麻布MKビル2階

292 KEY DENTAL CLINIC 処置室 東京都 港区赤坂3丁目9-1八洲貿易ビル2F 小林　保行 KEY DENTAL CLINIC 受付 03-5114-0118 小林　保行 東京都 港区赤坂3丁目9-1八洲貿易ビル2F

293 医療法人社団福祉会高須クリニック東京院　手術準備室 東京都 港区赤坂二丁目14番27号　国際新赤坂ビル東館12階 高須 克彌 医療法人社団福祉会高須クリニック東京院秘書 052-533-3901 052-533-3907 suzuki@takasu.co.jp 医療法人社団福祉会　理事長　高須克彌 愛知県 西尾市一色町赤羽上郷中113番地1

294 虹橋クリニックCPC 東京都
港区台場二丁目２番４号　台場クリニックモール2階（ザ・
タワーズ ダイバタワー イースト）

金子　亨 虹橋クリニック事務局 03-3529-2284 03-3529-2285 kaneko@nijihashi-clinic.jp 金子　亨 東京都
港区台場二丁目２番４号　台場クリニックモール２
階（ザ・タワーズ ダイバタワー イースト）

295 石井クリニック　診療室 東京都 港区南青山１－１－１新青山ビル西館３階
近江谷(今野)
みどり

石井クリニック事務局 03-3408-4224 03-3408-6734 midorikonno@jcom.home.ne.jp 石井クリニック  近江谷（今野）みどり 東京都 港区南青山１－１－１新青山ビル西館３階

296
医療法人社団青山うるわし会青山外苑前クリニック 細胞
培養加工施設

東京都 港区南青山2-5-17　ポーラ青山ビル東1-中2階 野村智史 事務局 03-5772-4575 03-5772-4577 info@ag-clinic.com
医療法人社団青山うるわし会青山外苑前クリ
ニック　野村智史

東京都 港区南青山2-5-17　ポーラ青山ビル東1－中2階

297 アヴェニューセルクリニック　細胞培養加工室 東京都 港区南青山3-18-16　ル・ボワビル3階 井上 啓太 医療法人社団アヴェニュー　理事長　寺島 洋一 東京都 港区南青山3-18-16　ル・ボワビル4階

298 アヴェニュー表参道クリニック　処置室 東京都 港区南青山3-18-16ル・ボワビル4階 辻　晋作
医療法人社団アヴェニュー　理事長　寺島　洋
一

東京都 港区南青山3-18-16　ル・ボアビル4階

299 表参道ヘレネクリニック細胞培養加工施設 東京都 港区南青山3-18-17青山十八番館ビル６F 表参道ヘレネクリニック細胞培養加工施設 03-6432-9977 03-3403-2181 helene.clinic@gmail.com 表参道ヘレネクリニック　松岡孝明 東京都 港区南青山3-18-17青山十八番館ビル６F

300 医療法人社団孝歯会　タカシデンタルクリニック　診察室 東京都 港区南青山３－１８－２０ワークス南青山６階 高橋孝 医療法人社団孝歯会タカシデンタルクリニック 03-5771-5807 03-5771-5807 info@takashi-dental.com
医療法人社団孝歯会　タカシデンタルクリニック
理事長　高橋孝

東京都 港区南青山３－１８－２０ワークス南青山６階

301 湘南美容外科クリニック表参道院　処置室2 東京都 港区南青山5-6-26　青山246ビル8階 山田　佑樹 事務局
050-5865-
5940

03-5325-6273 tsugawa@sbc.or.jp 医療法人社団孝和会　理事長　相川美和 東京都 渋谷区渋谷1-24-6　マトリクス・ツービル8階

302
医療法人再生未来　Rサイエンスクリニック広尾　ORE広
尾ビル6階　施術室5

東京都
港区南麻布5-10-26
ORE広尾ビル6階

医療法人再生未来　理事長　乾　利夫 大阪府 守口市金田町6-14-17

303 洋デンタルオフィス広尾　診療室 東京都 港区南麻布5-14-14　HIROO23 1F 三浦　洋一朗
洋デンタルオフィス広尾
院長　三浦 洋一朗

東京都 港区南麻布5-14-14　HIROO23 1F

304
北里大学北里研究所病院 研究部 バイオメディカル・ラボ
セルプロセッシングユニット

東京都 港区白金五丁目9番1号 浅沼史樹 事務部総務課 03-5791-6143 03-5791-6319 学校法人北里研究所　理事長　藤井清孝 東京都 港区白金五丁目9番1号

305 品川スキンクリニック　表参道院　（　処置室－６　） 東京都 港区北青山三丁目11番7号　AOビル10階

306 医療法人社団　麻布ビューティークリニック　処置室3 東京都 港区麻布十番2-14-11　ルート麻布ビル6階 加藤　聖子 03-6400-5511 03-6400-5512

307 医療法人社団　創輝会　東京国際美容クリニック　施術室 東京都 港区麻布台2-3-5 ノアビル9階 上田　　寛 美容皮フ科 03-6435-5356 03-6435-5356 hiroshi_ueda@t-i-b-c.jp
医療法人社団　創輝会　東京国際美容クリニッ
ク　上田　寛　医師

東京都 港区麻布台2-3-5 ノアビル9階

308 サフォクリニック　オペ室 東京都
港区六本木５－１７－１６スリースターズマンションB1F
サフォクリニック

白壁　征夫 看護課 03-3568-7650 03-3568-7651 m-kojima@sapho-clinic.com 白壁　征夫 東京都
港区六本木５－１７－１６
スリースターズマンションB1F・１F

309 アヴェニュー六本木クリニック　　処置室 東京都 港区六本木7-14-7トリニティービル5階 寺島　洋一
医療法人社団アヴェニュー
　　理事長　寺島　洋一

東京都 港区南青山3-18-16ル・ボワビル4階

310 わかばクリニック手術室 東京都 港区六本木７－１５－１０－６F 工藤　さやか 工藤　さやか 03-5786-4662 03-5786-4663 sayaka@kudoh.name
医療法人社団　健徳会
理事長　工藤　さやか

東京都
港区六本木7―15－10
クローバービル６F

311 恩地デンタルクリニック　準備室 東京都 港区六本木四丁目12番11号　竹岡ビル6F
医療法人社団恩地会
理事長　恩地  景子

東京都
港区六本木四丁目12番11号　
竹岡ビル6F

312 じんデンタルクリニック　手術室 東京都 荒川区東日暮里5-17-12　国際理容協会ビル1階 佐々木　仁 03-5850-5478 03-5850-5487
医療法人社団仁宏会　
理事長　佐々木　仁

東京都
荒川区東日暮里五丁目17番12号　
国際理容協会ビル1階

313 川口クリニック　診察室７ 東京都 荒川区東日暮里５－５２－２　神谷ビル５Ｆ 川口英昭 看護 03-5811-7555 03-5811-7563 info@kawaguchi-clinic.com 川口英昭 東京都 荒川区東日暮里５－５２－２　神谷ビル５Ｆ

314 ゆとり歯科医院　手術室 東京都 国分寺市泉町3-1-17  カリーノ西国分寺1階 羽田 裕二 ゆとり歯科医院 042-324-8812 042-324-8812 y-haneda@beige.plala.or.jp
ゆとり歯科医院
院長　羽田　裕二

東京都 国分寺市泉町3-1-17  カリーノ西国分寺1階

315 医療法人社団　芳栄会　さくら歯科　処置室 東京都 国分寺市日吉町三丁目1番10号　1階 山下　泰毅 医療法人社団　芳栄会　さくら歯科　受付 042-322-8188 医療法人社団芳栄会　理事長　山下　泰毅 東京都 国分寺市吉町三丁目1番10号

316 くにたち旭通り歯科　手術室 東京都 国立市東1-7-5　弥生ビル1Ｆ 清水　龍 理事長 042-575-8148 042-575-8248
医療法人社団　オーラル　コミュニケーション
理事長　清水　龍

東京都 国立市東一丁目7番地5　弥生ビル1階

317 カミノデンタルクリニック  特診室 東京都 三鷹市牟礼5-13-24-1F 塩崎 智彦 カミノデンタルクリニック 0422-26-7781
カミノデンタルクリニック
院長　塩崎 智彦

東京都 三鷹市牟礼5-13-24-1F

318 品川美容外科　渋谷院　（　倉庫－１　） 東京都 渋谷区宇多川町13番8号　ちとせ会館6階

319 湘南美容外科クリニック渋谷院　処置室1 東京都 渋谷区宇田川町20-11　渋谷三葉ビル5階 沖津　茉莉子 saisei@sbc.or.jp 医療法人社団孝和会　理事長　相川美和 東京都 渋谷区宇田川町20-11　渋谷三葉ビル5階

320 ジュエルクリニック恵比寿　処置室4 東京都 渋谷区恵比寿1-10-8 なし 03-3280-3322 03-3280-3323 東京都 渋谷区恵比寿1-10-8

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 8/31
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321
医療法人社団ドクタースパ　ドクタースパ・クリニック オペ
ルーム

東京都
渋谷区恵比寿西2-21-4
代官山パークス２階

鈴木芳郎
ドクタースパ・クリニック
外来部門

03-5459-4810 03-5459-4811 suzuki@spacli.com 医療法人社団ドクタースパ　理事長　鈴木芳郎 東京都
渋谷区恵比寿西2-21-4
代官山パークス２階

322 さとうデンタルクリニック　特診室 東京都 渋谷区広尾1-16-2 K&S恵比寿ビルⅡ 4F 佐藤　悠野 さとうデンタルクリニック 03-5422-7474
さとうデンタルクリニック　
院長　佐藤　悠野

東京都
渋谷区広尾1-16-2 
K&S恵比寿ビルⅡ 4F

323 CellSource再生医療センター 東京都
渋谷区渋谷１丁目１７番２号ヒューリック渋谷宮下公園ビ
ル２F

CP＆Bクリニック　院長　金島秀人 東京都
渋谷区渋谷1丁目17番2号
ヒューリック渋谷宮下公園ビル２F

324 渋谷皮フ科医院調製室 東京都 渋谷区渋谷２－２２－１０　タキザワビル７Ｆ 仁藤真佐江 看護・受付 03-5766-7031 03-5766-7030 info@shibuya-hifuka.com 渋谷皮フ科医院　仁藤　真佐江 東京都 渋谷区渋谷２－２２－１０　タキザワビル７Ｆ

325 マグノリア皮膚科クリニック　作業室 東京都 渋谷区渋谷一丁目8番7号第27SYビル5階A室 池上　彩子 医療法人社団もくれん会　理事長　池上彩子 03-3486-7855
医療法人社団もくれん会
理事長　池上彩子

東京都
渋谷区渋谷一丁目8番7号
第27SYビル5階A室

326 あおば歯科医院　診療室3 東京都 渋谷区渋谷三丁目10番15号 川名ビル 2階 道本 篤 あおば歯科医院 03-5468-7733 03-5468-7738 doctor@aoba-dental.com
医療法人社団優創会
理事長 道本 篤

東京都
渋谷区渋谷三丁目10番15号 
川名ビル 2階

327 金井歯科医院　診療室 東京都 渋谷区松濤 1-29-21-102 金井　一哉 金井歯科医院 03-5428-0610
医療法人社団博友会
理事長　金井　一哉

東京都
渋谷区松濤 1-29-21
平松ビルサンビューハイツ松濤102号室

328 デンタルオフィス代々木上原　診療室 東京都 渋谷区上原1-29-9　ロイヤルホームズ代々木上原2F 平岡　勇気 デンタルオフィス代々木上原 03-5452-4618 03-5452-4619 info@dental4618.net
デンタルオフィス代々木上原
院長　平岡　勇気

東京都
渋谷区上原1-29-9　
ロイヤルホームズ代々木上原2F

329 医療法人社団研美会　青山研美会クリニック手術室 東京都 渋谷区神宮前3-42-16　３階 阿部浩一郎 03-5413-1777
医療法人社団研美会　青山研美会クリニック
　理事長　阿部浩一郎

東京都 渋谷区神宮前3-42-16　2階・３階

330 ヒルズクリニック表参道処置室 東京都 渋谷区神宮前４－１１－６　表参道千代田ビル　B-2 飯山　玄子 事務局 03-6455-4820 03-6455-4821 ootani@hcos.jp 飯山　玄子 東京都
渋谷区神宮前４－１１－６
表参道千代田ビル　B-2

331 医療法人社団聖雅会　原田デンタルオフィス　特診室 東京都
渋谷区神宮前一丁目２番１号
タートル原宿ビル２階

高橋　美由貴 原田デンタルオフィス 03-5410-4551 03-5410-4552 harada-dc@orion.ocn.ne.jp
医療法人社団聖雅会
理事長　原田雅夫

東京都
渋谷区神宮前一丁目２番１号
タートル原宿ビル２階

332 くまがい歯科　診療室 東京都 渋谷区神南１丁目９－２大畠ビル２０１ 熊谷　光剛 くまがい歯科 03-3463-8080 03-3464-3580
くまがい歯科　
院長　熊谷光剛

東京都 渋谷区神南１丁目９－２大畠ビル２０１

333 あつ歯科　ワタナベマリコデンタルオフィス　診療室 東京都 渋谷区千駄ヶ谷5丁目23　藤原建設ビル2F 渡邊　麻里子 あつ歯科　ワタナベマリコデンタルオフィス 03-5368-0633 03-5368-0622 korikan55@yahoo.co.jp
あつ歯科　ワタナベマリコデンタルオフィス
渡邊　麻里子

東京都 渋谷区千駄ヶ谷5丁目23　藤原建設ビル2F

334 代々木クリスタル歯科医院　医局 東京都 渋谷区代々木1-35-4 代々木クリスタルビル2F 吉田　憲明 代々木クリスタル歯科医院 03-3370-0550 03-3370-0577 yoshiken@f3.dion.ne.jp
医療法人社団大輝会
理事長　吉田　憲明

東京都
渋谷区代々木1-35-4 
代々木クリスタルビル2F

335 共立美容外科歯科　手術室 東京都 渋谷区代々木2-7-7　ヒューマックス南新宿ビル2階 浪川浩明 共立美容外科歯科　広報 03-5354-0707 03-5354-0721 minamizaki@kyoritsu-biyo.com 共立美容外科歯科　院長　浪川浩明 東京都
渋谷区代々木2-7-7　ヒューマックス南新宿ビル2
階

336 共立美容外科歯科　手術室 東京都 渋谷区代々木2-9-2　久保ビル7階 浪川　浩明 共立美容外科歯科 広報 03-5354-0707 03-5354-0721 minamizaki@kyoritsu-biyo.com 共立美容外科歯科　院長　浪川浩明 東京都 渋谷区代々木2-9-2　久保ビル7階

337 ゲンズデンタルオフィス　診療室 東京都 渋谷区道玄坂2-26-17　２階 原元　信貴 ゲンズデンタルオフィス 03-3780-5343 03-3770-1273 gens@hh.iij4u.or.jp
ゲンズデンタルオフィス
院長　原元　信貴

東京都 渋谷区道玄坂2-26-17

338 品川スキンクリニック　渋谷駅前院　 (　ＯＰ室ー１　) 東京都 渋谷区道玄坂二丁目3番2号　大外ビル4階

339 桜デンタルオフィス　診察スペース-3 東京都
渋谷区南平台町15-13　
帝都渋谷ビル1F

中山 通子 桜デンタルオフィス 03-6416-5199 03-6416-9989 megumikai4@yahoo.co.jp
桜デンタルオフィス
院長　中山 通子

東京都 渋谷区南平台町15-13　帝都渋谷ビル1F

340 武田歯科医院　診療室 東京都 渋谷区本町1-21-1 SH小林ビル2F 武田　康篤 武田歯科医院 03-5350-1658 03-5350-1658 takeyasu@zephyr.dti.ne.jp
武田歯科医院
院長　武田　康篤

東京都
渋谷区本町1-21-1 
SH小林ビル2F

341 Senseスキンクリニック診察室1 東京都 新宿区歌舞伎町1-15-9-2Ｆ 于　あかね Senseスキンクリニック事務局 03-6302-1988 03-6302-1989 akanenaka@hotmail.com
Senseスキンクリニック
于　あかね

東京都 新宿区歌舞伎町1-15-9-2Ｆ

342 新宿東口スキンクリニック　処置室 東京都 新宿区新宿3丁目21-6　新宿龍生堂ビル5階 伊藤　芳憲 新宿東口スキンクリニック　院長　伊藤芳憲 東京都
新宿区新宿3丁目21-6
新宿龍生堂ビル5階

343 東京イセアクリニック 新宿院 手術室 東京都
新宿区新宿4丁目2-16パシフィックマークス
新宿サウスゲート5階

山田奈々 運営支援部 03-3470-1941 03-3470-1942 kawaguchi@isea.jp 医療法人社団十二会 理事長 松本直純 東京都
渋谷区神南1丁目16-3
ブル・ヴァールビル４階

344 品川美容外科　新宿院アネックス  （　準備室　） 東京都 新宿区新宿三丁目33番10号　新宿モリエールビル5階

345 品川美容外科　新宿院 (　処置室　) 東京都 新宿区新宿三丁目33番10号　新宿モリエールビル6階

346 品川スキンクリニック　新宿院  （　準備室　） 東京都 新宿区新宿三丁目33番10号　新宿モリエールビル7階

347 もとび美容外科クリニック手術室 東京都 新宿区西新宿1-13-8朝日新宿ビル10階 西尾謙三郎 医師（西尾謙三郎） 03-6279-0077 03-6279-0422 nishio@motobi.jp 西尾謙三郎 東京都
新宿区西新宿1-13-8
朝日新宿ビル10階

348 河津歯科医院　診療室3 東京都 新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル5階 河津 寛 河津歯科医院 03-3346-2258 03-3346-2138 kawazu@kawazu.or.jp
医療法人社団慈愛会
理事長　河津 寛

東京都
新宿区西新宿一丁目26番2号 
新宿野村ビル5階

349 品川美容外科　アイランドタワー 東京都 新宿区西新宿六丁目5番1号　新宿アイランドタワー25階

350 品川スキンクリニック　アイランドタワー 東京都 新宿区西新宿六丁目5番1号　新宿アイランドタワー25階

351 小田クリニック　CPC 東京都
新宿区大久保1-11-3
大東ビル 2F

小田 治範 小田免役バイオ研究所 03-5273-0770 03-5273-0780
医療法人社団医進会　
理事長　小田治範

東京都 新宿区大久保1-11-3     大東ビル 2F

352 早稲田駅前デンタルクリニック　診療室 東京都 新宿区馬場下町61-9　山口ビル2階 川端　秀男 早稲田駅前デンタルクリニック 03-3232-6482 03-5978-2150 hidei@eos.ocn.ne.jp 医療法人社団育秀会　理事長　川端 秀男 東京都 新宿区馬場下町61-9　山口ビル2階

353 シンデンタルオフィス　診療室 東京都 新宿区百人町1-21-3 ヴェルト新宿 1F 栗林 進一 シンデンタルオフィス 03-5330-6366
シンデンタルオフィス
院長　栗林 進一

東京都
新宿区百人町1-21-3 ヴェルト新宿 1F

354 新大久保歯科医院　診療室2 東京都 新宿区百人町2-4-1　サンビルディング2階 須田 佳子 新大久保歯科医院 03-3367-6480 03-3367-1465 shinookubosika@gol.com
医療法人社団 仁洋会
理事長  須田 佳子

東京都
新宿区百人町二丁目4番1号　サンビル2階

355 野口歯科　消毒室 東京都 杉並区荻窪1-16-17　1階 野口　雅史 野口歯科 03-3391-7742 03-3391-7742 micromabo@outlook.jp
野口歯科　
院長　野口　雅史

東京都 杉並区荻窪1-16-17

356 浜歯科　診療室 東京都 杉並区高円寺南3-21-9-101 濱 仁隆 浜歯科 03-3312-1546 03-3318-7306 hama_dental_office@yahoo.co.jp
浜歯科
院長　濱 仁隆

東京都 杉並区高円寺南3-21-9-101

357 RYO DENTAL OFFICE　オペ室 東京都
杉並区西荻北3-32-12 西荻クリニックファームB1-C　地
下1階

高橋　良多 RYO DENTAL OFFICE 03-6903-2605 - ryooota@cg7.so-net.ne.jp
医療法人社団仁歯会
理事長　高橋　良多

東京都
新宿区矢来町118番10号
石本ビル2F

358
医療法人社団絢女会　桃井デンタルクリニック　1階オペ
室

東京都
杉並区桃井一丁目1番5号1階 医療法人社団絢女会　
桃井デンタルクリニック　1階オペ室

道家輝恵
医療法人社団絢女会　
桃井デンタルクリニック1階オペ室

03-3390-8778 03-3390-8778 araigumanouchi@rascal-medical.com
医療法人社団絢女会　桃井デンタルクリニック
理事長　道家輝恵

東京都 杉並区桃井一丁目1番5号1階

359 医療法人社団Xanadu　あやこいとうクリニック処置室 東京都 世田谷区奥沢8-33-6 伊藤史子 医療法人社団Xanadu 03-6411-6024 03-6411-6073 ayaaya87@yahoo.co.jp 医療法人社団Xanadu　理事長　伊藤史子 東京都 世田谷区奥沢8-33-6

360 三好歯科医院　手術室 東京都 世田谷区玉川2-24-3　菱進玉川ビル3F 三好理恵子 三好歯科医院　内 03-5797-5868 03-3708-8823 info@bit-dent.com 三好理恵子 東京都 世田谷区玉川2-24-3　菱進玉川ビル3F

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 9/31
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都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

361 神谷整形外科・眼科　処置室 東京都 世田谷区弦巻1-35-21 神谷　耕次郎
医療法人　保仁会
神谷　保男

福井県 敦賀市中81号岩ヶ鼻1-11

362 ノーブルデンタルオフィス　手術室 東京都 世田谷区上北沢3－6－21　松沢生協ビル1F 亀井 勝行 ノーブルデンタルオフィス 03-3306-3671 03-6382-8014 info@noble-dental.jp
医療法人社団オーラルプロデュース
理事長　亀井 勝行

東京都
世田谷区上北沢3－6－21　
松沢生協ビル1F

363 山口歯科医院　診療室 東京都 世田谷区成城5-8-2　 1階 山口 祐一郎 山口歯科医院 03-3484-1528 03-3484-8008 ychr127@aol.com
山口歯科医院
院長　山口 祐一郎

東京都 世田谷区成城5-8-2

364 医療法人社団山手クリニック　診療室１ 東京都 世田谷区代沢2-28-11　1階 服部幹彦 整形外科・皮膚科 03-5431-5228 03-5431-5229 hattori@yamateclinic.jp
医療法人社団山手クリニック　理事長・服部幹
彦

東京都 世田谷区代沢2-28-11

365 ともこデンタルクリニック　診療室 東京都 世田谷区代沢5丁目29-5 武田　朋子 03-3411-0443 03-3411-0443
ともこデンタルクリニック　武田　朋子

東京都 世田谷区代沢5丁目29-5

366 マツムラトシオ歯科　3階　オペ室 東京都 世田谷区南烏山6丁目4-3タカラビル3階 松村俊男 マツムラトシオ歯科 3階　オペ室 03-3305-1182 03-3305-1187 matsumura1040@kdp.biglobe.ne.jp
マツムラトシオ歯科
院長　松村俊男

東京都
世田谷区南烏山6丁目4-3
タカラビル3階

367 沼澤歯科医院　診療室 東京都 西東京市田無町4丁目27－9　TK田無ビル2階 沼澤　成文 沼澤歯科医院 042-465-8841 042-468-7871 numasawashikaiin@gmail.com
医療法人社団博山会
理事長　沼澤　博

東京都
西東京市田無町4丁目27－9　
TK田無ビル2階

368
医療法人社団きらり　紀尾井町プラザクリニック　細胞培
養加工施設

東京都 千代田区紀尾井町3番12号紀尾井町ビル2階 根深　研一 紀尾井町プラザクリニック 03-3237-6701 医療法人社団きらり　理事長　根深研一 東京都
千代田区紀尾井町3番12号
紀尾井町ビル2階

369 中川歯科クリニック　診療室 東京都 千代田区神田佐久間町3-34　1階 中川　守正 03-3851-5566 03-3851-5705
医療法人社団智正会
理事長　中川　守正

東京都
千代田区神田佐久間町三丁目34番地
中川傳ビル1階

370 すずき歯科医院　処置室 東京都 千代田区神田松永町10　長谷川ビル302 鈴木　秀明 すずき歯科医院 03-3258-7400 鈴木　秀明

371 エムアンドエムスキンケア　クリニック 手術室 東京都 千代田区神田神保町2-9 メディカルモール3階 鈴木　みね子 エムアンドエムスキンケア　クリニック事務局 03-3556-8866 03-3239-7067 drmineko@gmail.com
医療法人鳳生会　エムアンドエムスキンケアクリ
ニック　鈴木　みね子

東京都
千代田区神田神保町2-9
メディカルモール３階

372 医療法人立誠会岡村デンタルクリニック　診療室 東京都
千代田区神田神保町３－２
サンライトビルB１

岡村立国 医療法人立誠会　岡村デンタルクリニック 03-3237-1817 03-3237-1819 tachi.1817@gmail.com
医療法人立誠会 岡村デンタルクリニック
理事長　岡村立国

東京都
千代田区神田神保町３－２
サンライトビル２F

373 神田美容外科形成外科医院 診察室 東京都 千代田区鍛冶町２－７－２後藤ビル７階 征矢野　進一 神田美容外科形成外科医院 03-3257-0111 03-3257-0113 mail@kandabiyou.com 征矢野　進一 東京都 文京区向丘２－２１－１１

374 日本歯科大学附属病院　６階中央手術室 東京都 千代田区富士見2-3-16 三代冬彦 口腔インプラント診療科 03-3261-4764 03-3261-5643 学校法人日本歯科大学　理事長　中原　泉 東京都 千代田区富士見1-9-20

375 有楽町たかのビューティークリニック　処置室１ 東京都 千代田区有楽町１－６－３　日比谷頴川ビル３階 高野　邦雄 03-3500-4222 03-6206-1547 高野邦雄 東京都
千代田区有楽町１－６－３
日比谷頴川ビル３階

376
医療法人社団 医創会 セレンクリニック東京CPC（Cell
Processing Center）

東京都 千代田区有楽町2-7-1 有楽町駅前ビルディング11階 森田 祐二 事務長　川上 健太郎 03-6206-3849 医療法人社団 医創会 理事長 土橋 正 東京都
千代田区有楽町2-7-1
有楽町駅前ビルディング 11階

377 時田歯科クリニック　診療室 東京都 足立区西新井本町4-1-2 時田　邦生 開設管理・院長 03-3856-0188 03-3856-0188 tokita-dc@jcom.zaq.ne.jp
時田歯科クリニック
院長　時田　邦生

東京都 足立区西新井本町4-1-2

378 医療法人社団　麗歯会　石谷歯科医院 オペ室 東京都 足立区谷中2-12-3　ワコーレエレガンス北綾瀬1階 石谷昇司 石谷歯科医院内 03-3629-4338
医療法人社団　麗歯会　石谷歯科医院　理事長
石谷昇司

東京都
足立区谷中2-12-3
ワコーレエレガンス北綾瀬1F

379 さくらデンタルクリニック　処置室 東京都 足立区梅田8-3-9　石井サニービル３F 志賀　恵子 さくらデンタルクリニック　受付 03-5681-2418 志賀　恵子 東京都 足立区梅田8-3-9 石井サニービル３F

380 富澤歯科医院　準備エリア 東京都 多摩市関戸4-72 ヴィータ・コミューネ1F 富澤　倫 富澤歯科医院 042-374-6774 042-374-6780 otomizawa@yk2.so-net.ne.jp 医療法人社団倫道会　理事長　富澤 倫 東京都 多摩市関戸4-72 ヴィータ・コミューネ1F

381 品川スキンクリニック　上野院  （　準備室　） 東京都 台東区上野二丁目6番12号　上野東洋ビル3階

382 品川美容外科　上野院 　(　処置室－１　） 東京都 台東区上野二丁目6番12号　上野東洋ビル4階

383 須田歯科クリニック　診療室 東京都 台東区浅草橋1-24-3 杉木立ビル2階 須田　寛昌 須田歯科クリニック 03-3865-0708 03-3865-0708
須田歯科クリニック　
院長　須田　寛昌

東京都 台東区浅草橋1-24-3 杉木立ビル2階

384 医療法人社団藤智会佐藤歯科医院　ルーム４ 東京都 台東区東上野一丁目15番3号佐藤ビル１階 佐藤文昭 理事長　佐藤文昭 03-3835-8160 医療法人藤智会　理事長　佐藤文昭 東京都 台東区東上野一丁目15番3号佐藤ビル１階

385 菊地歯科医院　特診室 東京都 大田区西蒲田7-69-1 東急プラザ7F 菊地 健太郎 菊地歯科医院 03-3734-1055 03-3733-0828 kikuchishika-tokyu-kamata@hotmail.com
菊地歯科医院
院長　菊地 健太郎

東京都
大田区西蒲田7-69-1 
東急プラザ7F

386 ヨシダ歯科　手術室 東京都 大田区池上1-8-12　1階 吉田　松平 ヨシダ歯科 03-3751-4182 03-3751-4182 denkichi@rr.iij4u.or.jp
医療法人社団ヨシダ歯科　
理事長　吉田　松平

東京都
大田区池上一丁目8番12号1階

387 石川歯科医院 手術室 東京都 大田区田園調布２－４１－１８ 石川明寛 石川歯科医院 03-3722-0418 03-3722-0419 a-ishikawa@mrh.biglobe.ne.jp 石川歯科医院　石川明寛 東京都 大田区田園調布２－４１－１８

388 クリニックDo田園調布　診療室（3） 東京都 大田区田園調布3-40-4 本庄達哉 美容皮膚科 03-5755-5070 03-3721-9994 clinicdo@aol.com
医療法人社団　青王会　クリニックDo田園調布
本庄達哉

東京都 大田区田園調布3-40-4

389 八重洲歯科クリニック　診察室 東京都 中央区京橋一丁目1番9号 千疋屋ビル8階 木村　陽介 八重洲歯科クリニック 03-0242-3977 03-0242-3977 ydcky@r3.dion.ne.jp 医療法人社団壮葉会　理事長　木村　陽介 東京都 中央区京橋一丁目1番9号 千疋屋ビル8階

390 銀座ケイスキンクリニック　処置室1 東京都 中央区銀座1-3-3 G-1ビル5F 慶田　朋子 慶田　朋子 03-6228-8020 慶田　朋子 東京都 中央区銀座1-3-3 G-1ビル5F

391
医療法人社団フェイス会　アニバーサリーデンタルギンザ
施術室1

東京都 中央区銀座1-8-19　KIRARITOGINZA　10F 東京都 渋谷区神宮前6-16-13 Naias 神宮前3F

392 品川美容外科　銀座院　 （　OPE室①　） 東京都 中央区銀座1丁目3番9号　マルイト銀座ビル3階

393 品川スキンクリニック　銀座院  （　処置廊下　） 東京都 中央区銀座1丁目3番9号　マルイト銀座ビル4階

394 オルソクリニック銀座培養室 東京都 中央区銀座2－5－4　FAÇADE銀座3階 藤森　徹也 広報室 03-6228-7698 03-6228-7699 a.takishima@oc-ginza.com 藤森　徹也 東京都 中央区銀座2－5－4　FAÇADE銀座3階

395 銀座マリアージュビューティークリニック　手術室 東京都 中央区銀座５－１２－１３銀座伊藤ビル４階 髙澤博和 銀座マリアージュビューティークリニック 03-6278-8896 03-6278-8611 ginmari2015@gmail.com 髙澤博和 東京都 中央区銀座５－１２－１３銀座伊藤ビル４階

396 銀座　白山クリニック　手術室 東京都 中央区銀座5-14-15　サンリット銀座ビル9F

397 東京ひざ関節症クリニック　細胞加工室 東京都 中央区銀座5-3-12 壹番館ビルディング7F 東京都 中央区銀座5-3-12 壹番館ビルディング7F

398
医療法人美来会　美容外科デザイナーズ&アーティスツ
Kunoクリニック　銀座院　手術室１

東京都 中央区銀座5-9-12 ダイヤモンドビル2階 大野淳子
医療法人美来会美容外科デザイナーズ&アーティスツKunoク
リニック（大阪）院長

06-6345-4910 06-6345-7977 info@k-biyou.com 医療法人美来会　理事長　九野広夫 大阪府
大阪市北区梅田一丁目11番4-200号
大阪駅前第4ビル2階33号34号

399 銀座すみれの花形成クリニック　手術室 東京都 中央区銀座5丁目1－15　第一御幸ビル4階 横山才也 銀座すみれの花形成クリニック　手術室 03-6274-6143 03-6274-6144 yokotoshi0712@yahoo.co.jp 横山才也 東京都 目黒区目黒3丁目10－17

400 アテナクリニック東京銀座院 オペ室 東京都 中央区銀座7-10-5　ＤＵＰＬＥＸ3階 橋本健太郎 受付 03-3571-6744 03-3572-4440 ginza@athenaclinic.net 橋本健太郎 東京都 中央区銀座7-10-5 ＤＵＰＬＥＸ 3階

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 10/31
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番号 細胞培養加工施設の名称
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施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

401 共立美容外科・皮膚科　手術室 東京都 中央区銀座7-9-11モンブラン銀座ビル7階 中野隆弘 共立美容外科歯科　広報 03-5354-0707 03-5354-0721 minamizaki@kyoritsu-biyo.com 共立美容外科・皮膚科　院長　中野隆弘 東京都 中央区銀座7-9-11　モンブラン銀座ビル7階

402 医療法人社団優成会クロスクリニック銀座バックヤード 東京都 中央区銀座五丁目4番9号ニューギンザ5ビル10階 石川浩一 医療法人社団優成会　石川浩一 東京都
中央区銀座五丁目4番9号
ニューギンザ5ビル10階

403
医療法人邦寿会　東京皮膚科・形成外科　銀座院　処置
室

東京都
中央区銀座二丁目11番8号　デュープレックス銀座タワー
2／11　3階

池田　欣生 総務 03-3545-8000 03-3545-8001 info.ginzaikeda@gmail.com 医療法人邦寿会　理事長　池田壽雄 大阪府 和泉市葛の葉町60番地の11

404 ノエル銀座クリニック 準備室 東京都 中央区銀座二丁目5番4号 銀座マロニエビル7階 保志名 勝 ノエル銀座クリニック 院長 03-3562-8817 03-3562-8818 ginza@noel-clinic.com 保志名 勝 東京都
中央区銀座二丁目5番4号
銀座マロニエビル7階

405 東京イセアクリニック銀座院 手術室2 東京都 中央区銀座六丁目2番3号Daiwa銀座アネックスビル3階 上原恵理 運営支援部 03-3470-1941 03-3470-1942 kawaguchi@isea.jp 医療法人社団十二会 理事長 松本直純 東京都
渋谷区神南一丁目16番3号
ブル・ヴァールビル4階

406
医療法人社団美幸会銀座みゆき通り美容外科　バックス
ペース

東京都 中央区銀座六丁目8番3号　銀座尾張町TOWER7階　			 東京都
中央区銀座六丁目8番3号
銀座尾張町TOWER7階　			

407 鈴木歯科医院　診療室 東京都 中央区築地7丁目5-3 紀文第一ビル3F 鈴木　久史 鈴木歯科医院 03-3545-1616 03-3545-1609
医療法人社団晃嶺会
理事長　鈴木　久史

東京都 中央区築地7丁目5-3 紀文第一ビル3F

408 医療法人社団山王会ヨネナガ歯科　診療室 東京都 中央区築地四丁目7番5号築地KYビル2階 米長　悦也 医療法人社団山王会ヨネナガ歯科　受付 03-3542-4400 医療法人社団山王会　理事長　米長悦也 東京都 中央区築地四丁目7番5号築地KYビル2階

409 リバーシティすずき整形外科処置室 東京都 中央区佃１－１１－８ピアウエストスクエア２階 鈴木 秀彦 リバーシティすずき整形外科 事務局 03-3534-5678 03-3534-5679 hide@suzuki-seikei.tokyo 鈴木　秀彦 東京都
中央区佃１-１１-８ピアウエストスクエア２階
リバーシティすずき整形外科

410 リバーシティ歯科クリニック　細胞培養加工施設 東京都
中央区佃2-2-6　
UR都市機構リバーシティ21　6号棟　2Ｆ

原田　和雄 院長 03-3533-1340 03-3533-1340 info@rivercity-implant.com 原田　和雄 東京都
中央区佃2-2-6　
UR都市機構リバーシティ21　6号棟　2Ｆ

411 北村クリニック　処置室 東京都 中央区日本橋3-2-5　西鉄日本橋ビル1階 北村　義洋 北村クリニック　院長 03-3279-2928 03-3279-2921 blog@kitamura-clinic.com 北村クリニック　院長　北村義洋 東京都 中央区日本橋3-2-5　西鉄日本橋ビル1階

412 日本橋りゅうデンタルクリニック　診療室 東京都 中央区日本橋3-8-9 日本橋ホリビル4F 柳　時悦 日本橋りゅうデンタルクリニック 03-6225-2933 03-6225-2928 ryu@cap.ocn.ne.jp 日本橋りゅうデンタルクリニック　柳　時悦 東京都 中央区日本橋3-8-9 日本橋ホリビル4F

413 TLC日本橋クリニック 診察室２ 東京都
中央区日本橋茅場町2-8-10
碧山ビル4F

414 医療法人社団　聡歯会　長谷川歯科医院　ＯＲ２ 東京都
中央区日本橋人形町３－１２－１１
GRANDE人形町３階

長谷川　嘉昭 口腔外科 03-5641-3918 03-5641-3918 y.periodent@gmail.com
医療法人社団　聡歯会
長谷川歯科医院

東京都
中央区日本橋人形町３－１２－１１
GRANDE人形町３階

415 信州会クリニック　PRP作成・検査室 東京都 中央区日本橋堀留町１－２－１３信州会ビル　３階 永井　一成 信州会クリニック事務局 03-3662-1166 03-3662-1169 info@nk-clinic.info 永井　一成 東京都
中央区日本橋堀留町１－２－１３
信州会ビル３階　信州会クリニック

416 日本橋形成外科オペ室 東京都 中央区日本橋本町2-4-12イズミビルディング2Ｆ 網倉　良安 事務　網倉 03-6825-1712 03-6232-8070 網倉　良安 東京都 中央区日本橋浜町1-9-4-1107

417 医療法人社団幸友会　松尾歯科医院　診療室 東京都 中野区新井二丁目1番1号ランドコープビル6階 松尾　幸一 理事長 03-5318-0550 03-5318-0551 kmatsuo.ndc@gmail.com 医療法人社団幸友会　理事長　松尾幸一 東京都
中野区新井二丁目1番1号
ランドコープビル2階

418 かなデンタルクリニック　処置室 東京都 町田市玉川学園8丁目6-19メゾンド秀和1階 江原佳奈 かなデンタルクリニック 042-724-0007 江原佳奈 東京都
町田市玉川学園8ｰ6-19
メゾンド秀和1階

419 山田歯科成瀬クリニック　診療室 東京都 町田市南成瀬１丁目４－５　1階 山田　潔 山田歯科成瀬クリニック 042-739-3006 042-739-3910 ZXH11326@nifty.com
山田歯科成瀬クリニック
院長　山田　潔

東京都 町田市南成瀬１丁目４－５

420 本町田デンタルクリニック　特診室 東京都 町田市本町田3292 津田　剛 本町田デンタルクリニック　受付 042-860-6720 津田　剛 東京都 町田市本町田3292

421 あきら歯科　手術室 東京都 調布市菊野台2-22-2　サンメディカルビル1F 伊藤　玲 あきら歯科 042-440-0821 042-440-0821 あきら歯科　伊藤　玲 東京都 調布市菊野台2-22-2　サンメディカルビル1F

422 今井歯科　処置室 東京都 東大和市南街5丁目53－１　1階 今井　恒夫 今井　恒夫 042-567-0818 今井　恒夫 東京都 東大和市南街5丁目53－１

423
東京医科大学　八王子医療センター　歯科口腔外科　診
察室

東京都 八王子市館町1163 2階 小川　隆 東京医科大学　八王子医療センター　歯科口腔外科 042-665-5611 042-665-1796
学校法人東京醫科大学　
理事長　臼井　正彦

東京都 新宿区新宿六丁目1番1号

424 東條歯科医院　処置室 東京都 八王子市千人町４－６－７－１F 東條英明 東條歯科医院 042-664-2006 東條英明 東京都 八王子市千人町４丁目6番地７号

425 原田歯科医院　レントゲン室 東京都 八王子市川口町3420-3　2階 原田　達也 原田歯科医院 042-654-1684 042-654-1684 dental@haradashika.jp
原田歯科医院　原田　達也

東京都 八王子市川口町3420-3

426 宗像歯科医院　処置室 東京都 板橋区小豆沢２－２３－２ 宗像　宏行 宗像歯科医院 03-3966-5698 宗像　宏行 東京都 板橋区小豆沢２－２３－２

427 金子歯科医院　細胞培養処置室 東京都 板橋区常盤台1-2-2-5Ｆ 金子敏光 金子歯科医院 03-5392-8039 金子敏光 東京都 板橋区常盤台1-2-2-5Ｆ

428 ヒロ歯科　スタッフルーム 東京都 品川区小山4-14-23 豊田ビル102 東京都 品川区小山4-14-23 豊田ビル102

429 天王洲セントラルタワー歯科クリニック　オペ室 東京都 品川区東品川2-2-24　天王洲セントラルタワー 3階 石橋  良則 天王洲セントラルタワー歯科クリニック 03-3458-1182 03-3458-1183 ohsakicity-dc@sokushinkai.com
医療法人社団則真会
理事長　石橋  良則

東京都
品川区大崎一丁目11番1号 
ゲートシティ大崎ウエストタワー3階

430 ＳＯグレイスクリニック御殿山　（オペ室） 東京都 品川区北品川五丁目16番25郷 近藤惣一郎 院長 03-6408-0480 03-6408-0481 customer@so-graceclinic.com 医療法人社団ＳＯ　理事長 近藤惣一郎 東京都 品川区北品川5-16-25

431 アンティアージュ吉祥寺クリニック　処置室 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-1-12第2小野山ビル5階 太田　智之
医療法人社団アヴェニュー
理事長　寺島　洋一

東京都 港区南青山3-18-16ル・ボワビル4階

432 岡田クリニック　手術室 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-4-14ミヤケビル5階 岡田匡司 事務局 0422-26-9029 岡田匡司 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-4-14ミヤケビル5階

433 三鷹リボン歯科・矯正歯科　手術室 東京都
武蔵野市中町1-12-10　武蔵野タワーズ スカイゲートタ
ワー タウンズモール103号室

加藤　彩 三鷹リボン歯科・矯正歯科 0422-38-7761 0422-38-7762 soumu@kr-do.com
医療法人社団ブライトデンタルケア
理事長　金子 正明

埼玉県
川口市並木元町1番65号
リボンシティコミュニティー1階

434
医療法人社団安井会　セザイ皮フ科しゅういち内科 １階
処置室

東京都 福生市本町７番地１　プリマヴェール福生２階 瀬在　由美子 医療法人社団安井会　セザイ皮フ科しゅういち内科 042-551-7889
医療法人社団　安井会　セザイ皮フ科しゅういち
内科　理事長　　瀬在　由美子

東京都 福生市本町７番地１プリマヴェール福生２階

435 医療法人社団光駿会 講道館ビル歯科・口腔外科手術室 東京都
文京区春日１－１６－３０
講道館ビル本館７F

髙橋　雄三 医療法人社団光駿会　理事長　髙橋雄三 東京都
文京区春日１－１６－３０
講道館ビル本館７F

436 東京医科歯科大学医学部附属病院　細胞治療センター 東京都
文京区湯島一丁目5番45号
医学部附属病院　B棟６階

森尾　友宏 東京医科歯科大学医学部附属病院　細胞治療センター 03-5803-4722 03-5803-4722 cpc.ped@tmd.ac.jp
国立大学法人東京医科歯科大学　学長　吉澤
靖之

東京都 文京区湯島一丁目5番45号

437 順天堂大学医学部附属順天堂医院セルプロセシング室 東京都
文京区本郷３-１-３　順天堂大学医学部附属順天堂医院
Ｂ棟4階

大坂　顯通 研究推進支援センター 03-3813-3176 03-5802-1715 kenkyusuisin@juntendo.ac.jp 学校法人順天堂　理事長　小川　秀興 東京都 文京区本郷２-１-１

438 平井歯科医院　オペ室 東京都
文京区本郷4-17-9　平井ビル3F

平井 基之 03-3812-1155 03-3812-5594
平井歯科医院
院長　平井 基之

東京都 文京区本郷4-17-9　平井ビル3F

439 東京大学医学部附属病院　細胞プロセシングセンター 東京都 文京区本郷７丁目３番１号 黒川　峰夫
東京大学医学部附属病院トランスレーショナル・リサーチセン
ター 担当者　西澤悟

03-3815-5411 03-5800-9071 pnishizawa-tky@umin.ac.jp 国立大学法人東京大学 総長　五神　真 東京都 文京区本郷７丁目３番１号

440 東大病院免疫細胞治療学講座細胞加工施設 東京都 文京区本郷七町目３番１号 垣見和宏 東京大学医学部附属病院免疫細胞治療学講座 03-5805-3161 03-5805-3164 kakimi@m.u-tokyo.ac.jp 国立大学法人東京大学　総長　濱田　純一 東京都 文京区本郷七丁目3番1号

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 11/31
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441 要町デンタルクリニック　手術室 東京都 豊島区西池袋5-13-12　MKビル1F 榊原　塁 要町デンタルクリニック 03-6907-0822 03-6907-0822 care@kanamechou-dentalclinic.com
医療法人社団R.DENTAL CLINIC
理事長　榊原　塁

東京都 豊島区西池袋5-13-12　MKビル1F

442 みずほクリニック・レーザー処置室1 東京都 豊島区池袋2－2－1ウイックスビル601 小松磨史 みずほクリニック・事務局 03-3987-1161 03-3987-1162 info@mizuhoclinic.jp 小松磨史 東京都 豊島区北大塚2－29－3－402

443 池袋ヤマヤ歯科医院　診療室 東京都 豊島区南池袋２丁目２９－１０　金井ビル4F 山屋　龍治 池袋ヤマヤ歯科医院 03-3984-0418
池袋ヤマヤ歯科医院
院長　山屋　龍治

東京都
豊島区南池袋２丁目２９－１０　
金井ビル4F

444 品川スキンクリニック　池袋院  （　準備室　） 東京都 豊島区南池袋一丁目25番11号　第15野萩ビル9階

445 品川美容外科　池袋院（　手術室ー4　） 東京都
豊島区南池袋一丁目25番11号
　第15野萩ビル8階

446 医療法人社団法山会　山下診療所大塚　消毒室 東京都
豊島区北大塚2-13-1
GHYビル5F

冨田　弘 医療法人社団法山会　山下診療所大塚　消毒室 03-3910-6711 03-3910-6322 ootsu_d@hozankai.com
医療法人社団法山会
理事長　山下　巌

東京都 豊島区北大塚2-13-1GHYビル5F

447 医療法人社団欣慈会 大村歯科医院　特診室 東京都 豊島区目白三丁目５番１３号フジヤビル４F 大村欣章 大村歯科医院　理事長 03-5982-2460 03-5982-2460 info@ohmurashika.com 医療法人社団欣慈会 理事長 大村欣章 東京都 豊島区目白三丁目５番１３号フジヤビル４F

448 久保田潤一郎クリニック 東京都 豊島区要町１－１８－１池袋三品ビル７階 久保田潤一郎 久保田潤一郎クリニック事務局 03-5911-5553 03-5911-5554 kubota@tb-clinic.com 久保田潤一郎 東京都 豊島区南池袋１－１８－１池袋三品ビル７階

449 古瀬歯科医院　診療室 東京都
北区中十条2-12-20　
マコトヤ商事十條店2F

古瀬　信久 古瀬歯科医院 03-3909-6418 03-3909-6408 furuse-dental@ma.kitanet.ne.jp
医療法人社団医信会
理事長　古瀬　信久

東京都
北区中十条二丁目12番20号
マコトヤ商事十條店2階

450 イズミ歯科 診療室 東京都 墨田区業平4-10-6　和泉ビル２Ｆ 和泉 一清 イズミ歯科 03-3624-8148
イズミ歯科
和泉 一清

東京都
墨田区業平4-10-6　和泉ビル２Ｆ

451 ヤスヒロ歯科クリニック　診療室 東京都 墨田区錦糸1-15-2 M FABRIQUE101 千　康浩 ヤスヒロ歯科クリニック 03-5610-5080 03-5610-5080 sen_dds@hotmail.com
ヤスヒロ歯科クリニック
院長　千　康浩

東京都
墨田区錦糸1-15-2 
M FABRIQUE101

452 宇田川歯科医院　手術室 東京都 墨田区太平3-4-8　グレイスMM 2F 宇田川　宏孝 宇田川歯科医院 03-3625-8241 03-3625-8217 sasaki@udagawa-dental.com
医療法人社団スマイルプラス　
理事長　宇田川　宏孝

東京都
墨田区太平三丁目4番8号　
グレイスMM 2F

453 東京審美会３０６デンタルクリニック手術室 東京都
墨田区立花５－２－４　キャッツスルマンション亀戸立花１
Ｆ

03-3611-5588 03-3611-5588 tokyo306premium@yahoo.co.jp

454 両国駅前病院　大手術室 東京都 墨田区両国２－２１－１ 成瀬勝俊 事務局
050-5865-
5940

03-5325-6273 saisei@sbc.or.jp 医療法人社団愛恵会　理事長　成瀬勝俊 東京都 墨田区両国２－２１－１

455 医療法人　社団　法山会　山下診療所自由が丘 オペ室 東京都 目黒区　自由ヶ丘1-30-3　東急ビル7階 山下　智子 医療法人　社団　法山会　山下診療所　自由が丘 03-3724-3811 03-3718-3811 jiyu_d@hozankai.com
医療法人　社団　法山会　
理事長　山下　巖

東京都
文京区　小石川5丁目6番9号
ドミ小石川1502号

456 ラ　エビス　クリニークデンタル　手術室 東京都
目黒区三田一丁目11番29号
Ｔ2000ビル3階

長谷川　貴司 院長 03-6451-2314 03-6451-2315 info@la-ebs.com 長谷川　貴司 東京都
目黒区三田一丁目11番29号
Ｔ2000ビル3階

457
 医療法人祐清会　加藤歯科・インプラントセンター中目黒
手術室

東京都 目黒区上目黒1－26－1 ANNEX 2F 209 加藤　英治 医療法人祐清会　加藤歯科・インプラントセンター中目黒 03-3714-1313 03-3714-1515 kato_dt@d5.dion.ne.jp
医療法人祐清会理事長 加藤 英治（かとう えい
じ）

東京都
港区虎ノ門三丁目18番16号
虎ノ門三丁目MIビル2階　医療法人祐清会

458 グリーンアップル目黒歯科医院　診療室 東京都 目黒区洗足1-21-2　1階 森田 俊介 グリーンアップル目黒歯科医院（事務：03-3710-0277） 03-6303-0175 03-3710-0277 green_apple_meguro@yahoo.co.jp
医療法人社団耕陽会
理事長　森田 俊介

東京都
大田区大森西四丁目16番12号
サンフラット1F

459 実川皮フ科クリニック診察室 東京都 目黒区鷹番2-5-15 實川久美子 実川皮フ科クリニック 03-3760-9017 03-3760-9017 kjclinic0906@gmail.com
実川皮フ科クリニック
院長　實川久美子

東京都 目黒区鷹番2-5-15

460 五本木クリニック　オペ室 東京都 目黒区中央町２－１８－１４１F 桑満　おさむ 五本木クリニック事務局 03-5721-7000 03-5721-7003 gohongi-clinic@fine.ocn.ne.jp 桑満おさむ 東京都 目黒区中央町２－１８－１４

461 医療法人社団喜美会自由が丘クリニック　手術室 東京都 目黒区八雲三丁目12番10号　パークビラ202，203号 中北信昭 医療法人社団喜美会　事務局 03-5701-2500 03-5701-0718 t.fujiki@jiyugaokaclinic.com 医療法人社団喜美会　理事長　古山登隆 東京都
目黒区八雲三丁目12番10号
パークビラ２02，203号

462 医療法人社団喜美会自由が丘クリニック分院　処置室 東京都 目黒区八雲三丁目12番10号　パークビラ八雲301，303号 古山登隆 医療法人社団喜美会　事務局 03-5701-2500 03-5701-0718 t.fujiki@jiyugaokaclinic.com 医療法人社団喜美会　理事長　古山登隆 東京都
目黒区八雲三丁目12番10号
パークビラ202，203号

463 医療法人社団健進会にいむら歯科医院　処置室 東京都 立川市錦町二丁目2番地3号　今井ビル1F 新村　昌弘 理事長　新村　昌弘 042-522-1212 042-522-1212 医療法人社団健進会　理事長　新村昌弘 東京都 立川市錦町二丁目2番3号

464 品川スキンクリニック　立川院　（　倉庫　2　） 東京都
立川市曙町二丁目8番5号
　シネマシティビル12階

465 いしざわ歯科医院診療室 東京都 練馬区関町北4-2-13 グランドステータス関201 石澤　正晃 いしざわ歯科医院 03-5927-6474 03-5927-6475 Ishizawadental@wish.ocn.ne.jp
いしざわ歯科医院
石澤　正晃

東京都 練馬区関町北4-2-13 グランドステータス関201

466 大塚歯科 診療室 東京都 練馬区上石神井4-7-27　1階 大塚　正行 大塚歯科 03-5903-8467 03-5903-8468 info@nerima-otsukashika.com
大塚歯科
大塚　正行

東京都 練馬区上石神井4-7-27

467 さくま歯科医院　手術室 東京都 練馬区田柄5-20-19-1F 佐久間　栄 さくま歯科医院 03-5241-6480 03-5241-6485 sakuma-dental@jcom.home.ne.jp
医療法人社団さくま歯科医院
理事長　佐久間　栄

東京都 練馬区田柄5-20-19-1F

468 つきおか歯科医院　手術室 東京都 練馬区土支田2丁目29-16 月岡　庸之 つきおか歯科医院 03-5387-1758 03-5387-1758 UGK64590@nifty.com 医療法人社団庸明会　理事長　月岡 庸之 東京都 練馬区土支田2丁目29-16

469 石橋デンタルクリニック大泉手術室 東京都
練馬区東大泉1-37-12
豊月堂ビル3F

石橋卓大 手術部門 03-5935-8484 - ishibashi@ishibashi-dent.com 石橋卓大 東京都 練馬区南大泉5-8-24

470 サマンサクリニック　処置1室 東京都 練馬区南田中3-7-27 貞政裕子 サマンサクリニック 03-6913-1670 03-6913-1671 貞政裕子 東京都 練馬区南田中3-7-27

471 医療法人社団　徳朋会　中村デンタルクリニック　消毒室 東京都 練馬区練馬4-15-2センチュリー豊島園3-１F001号室 中村徳三 総務部 医療法人社団徳朋会　理事長中村徳三 東京都
練馬区練馬4-15-2
センチュリー豊島園3-１F001号室

472
東海大学医学部付属病院中央診療部セルプロセッシング
室

神奈川県 伊勢原市下糟屋143 佐藤　正人 医学部付属病院中央診療部セルプロセッシング室 0463-93-1121 0463-96-4404
学校法人東海大学
理事長　松前　義昭

東京都 渋谷区富ヶ谷二丁目２８番４号

473 医療法人社団つじむら歯科医院　オペ準備室 神奈川県 伊勢原市小稲葉字宮之町2204番1 辻村　傑 理事長 0463-95-8214 0463-95-8309 tsujimurasika@etude.ocn.ne.jp
医療法人社団つじむら歯科医院
理事長　辻村　傑

神奈川県 伊勢原市小稲葉字宮之町2204番1

474 長島デンタルクリニック　診療室 神奈川県 横須賀市大滝町2-15-1 横須賀東相ビル 9F 長島　悟 長島デンタルクリニック 046-820-6620 046-820-6620 nagashima-dental@nifty.com
長島デンタルクリニック
院長　長島　悟

神奈川県 横須賀市大滝町2-15-1横須賀東相ビル9F

475 横浜鶴ヶ峰病院付属健診クリニック細胞培養加工施設 神奈川県
横浜市旭区鶴ヶ峰2-82-1　ココロット鶴ヶ峰５Ｆ
横浜鶴ヶ峰病院付属健診クリニック内

櫛田和義 横浜鶴ヶ峰病院付属健診クリニック免疫療法室 045-371-0376 045-371-0373 yanomas@green.ocn.ne.jp 医療法人順正会　理事長　島田畯介 神奈川県 横浜市旭区川島町１７６４番地

476 伊藤デンタルクリニック　レントゲン室 神奈川県
横浜市栄区笠間2-14-1　
セサミスポーツクラブ1F

伊藤　正尚 伊藤デンタルクリニック 045-894-3379 045-894-3379
医療法人社団伊藤デンタルクリニック
理事長　伊藤　正尚

神奈川県 横浜市栄区笠間二丁目14番1号1F

477 ムラタ歯科医院手術室 神奈川県
横浜市金沢区能見台4丁目4番22号横浜京急シティ能見
台クリニックスビル２階

 村田智弘 ムラタ歯科医院　院長　村田智弘 045-784-0078 045-784-0221 info@murata-dental.net 医療法人社団ことのは会　理事長村田智弘 神奈川県
横浜市金沢区能見台4丁目4番22号
横浜京急シティ能見台クリニックスビル２階

478 山下歯科医院　手術室 神奈川県 横浜市金沢区富岡西2-25-3　1階 五十嵐　智一 山下歯科医院院内 045-773-7338 045-773-7338 t-iga@doc-net.or.jp
山下歯科医院
院長　五十嵐　智一

神奈川県 横浜市金沢区富岡西2-25-3

479
公立大学法人横浜市立大学附属病院　再生細胞治療セ
ンター

神奈川県 横浜市金沢区福浦3-9 上條　亜紀
公立大学法人横浜市立大学附属病院　再生細胞治療セン
ター小川　登

045-787-2721 - CPC_1@yokohama-cu.ac.jp
公立大学法人横浜市立大学
理事長　二見　良之

神奈川県 横浜市金沢区瀬戸22-2

480
公立大学法人横浜市立大学附属病院　採血・成分分離
室

神奈川県 横浜市金沢区福浦3-9 上條　亜紀
公立大学法人横浜市立大学附属病院　輸血・細胞治療部小
川　登

045-787-2721 - CPC_1@yokohama-cu.ac.jp
公立大学法人横浜市立大学　理事長　二見　良
之

神奈川県 横浜市金沢区瀬戸22-2

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 12/31
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都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

481 公立大学法人横浜市立大学附属病院　8-4病棟観察室 神奈川県 横浜市金沢区福浦3-9 石上　友章
公立大学法人横浜市立大学附属病院　再生細胞治療セン
ター小川　登

045-787-2721 - cpc_1@yokohama-cu.ac.jp
公立大学法人横浜市立大学　理事長　二見　良
之

神奈川県 横浜市金沢区瀬戸22-2

482 歯科佐藤　準備コーナー 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町4175-3　1階 佐藤　和貴
医療法人戸和会
理事長　佐藤　和貴

神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町4175-3

483 佐々木歯科医院　手術室 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町8ラピス戸塚2-2F 佐々木　智則 佐々木歯科医院 045-881-0436 045-881-0445 sasaki-dc@fancy.ocn.ne.jp
医療法人佐々木歯科医院
理事長　佐々木　智則

神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町8ラピス戸塚2

484 金子デンタルクリニック　診療室 神奈川県 横浜市港南区丸山台3丁目30－2　1階 金子　慎一郎 金子デンタルクリニック 045-846-8096 045-846-8096 kaneko@dental-kaneko.com
医療法人社団秀慎会
理事長　金子　慎一郎

神奈川県
横浜市港南区丸山台
三丁目30番2号1階

485 エムズ歯科クリニック港南台　診察室 神奈川県 横浜市港南区港南台3-4-1MKビル2階 片山　翔一 医療法人社団翔舞会　事務局 03-6710-4180 03-6710-4181 a.ootsuka@ms-dental.com
医療法人社団翔舞会
理事長　荒井昌海

東京都
中野区東中野1-51-1
JR東中野駅東口ビル2階

486 医療法人 社団 晃仁会 みなと歯科 処置室 神奈川県
横浜市港南区港南台3丁目1番2号
ダイエー港南台ビル4階

工藤　仁 　 045-832-5481
医療法人 社団 晃仁会 みなと歯科
　理事長　　工藤　仁

神奈川県
横浜市港南区港南台3丁目1番2号
ダイエー港南台ビル4階

487 吉田歯科クリニック　診療室 神奈川県 横浜市港南区港南台7-8-44　1階 吉田　健 吉田歯科クリニック 045-211-8108 045-211-8108 yoshida-shika@shore.ocn.ne.jp
吉田歯科クリニック
吉田　健

神奈川県 横浜市港南区港南台7-8-44

488 おいかわ歯科クリニック　手術室 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-10-11 ウスイビル　7階 老川　秀紀
医療法人OnlyOne
理事長　老川　秀紀

神奈川県
横浜市港南区上大岡西一丁目10番11号 
第12ウスイビル6階

489 永島歯科医院　診療室 神奈川県 横浜市港南区日野中央3-1-1　1F 永島　賢一 永島歯科医院 045-835-0888 045-835-0891
永島歯科医院
院長　永島　賢一

神奈川県 横浜市港南区日野中央3-1-1

490 須田歯科医院診療室 神奈川県 横浜市港北区綱島西4-10-7 第2石井ビル1F 須田　孝則 須田歯科医院 045-531-5454 045-546-1687 shoueikai@r5.dion.ne.jp
医療法人社団翔栄会
理事長　須田　孝則

神奈川県 横浜市港北区綱島西4-10-7 第2石井ビル1F

491 瀬田クリニック新横浜　細胞培養加工施設 神奈川県 横浜市港北区新横浜2-3-12　新横浜スクエアビル　15F 臨床研究・治験センター 03-5244-5751 03-3219-0750 citeg@j-immunother.com 医療法人社団　滉志会　理事長　後藤重則 東京都
千代田区神田駿河台2-1-45
ニュー駿河台ビル3階

492 日吉ステーションビル歯科　診療室 神奈川県 横浜市港北区日吉2-1-1　日吉東急アベニュ-南館2F 山本　成允 日吉ステーションビル歯科 045-566-2088 045-566-2081 info@station-dc.or.jp
医療法人社団青松会
理事長　山本 成允

神奈川県
横浜市港北区日吉二丁目1番1号　
東急日吉駅ビル3階

493 医療法人社団プラス会　赤井クリニックスキンケア処置室 神奈川県 横浜市神奈川区金港町5-14　クアドリフォリオ4階 赤井　惠子 医療法人社団プラス会赤井クリニックスキンケア 045-620-5745 045-620-5747 amc-skincare@akaiclinic.com
医療法人社団プラス会
理事長　赤井秀実

東京都 港区北青山3-5-17　KNKビル3-4階

494 医療法人社団　横浜ベイクリニック　手術室 神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢上町2番18号　ジ・アバンスビル
201号室

石川　修一 医療法人社団　横浜ベイクリニック事務局 045-320-2491 045-320-1319 info@yokohama-bay.or.jp 医療法人社団　横浜ベイクリニック　石川　修一 神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢上町2番18号　ジ・アバンス
ビル201号室

495 鶴見歯科医院　手術室 神奈川県
横浜市西区岡野1-14-1　
横浜メディカルセンタービル　5階

小柳　光蔵 鶴見歯科医院 045-311-3422 045-311-3472 sinbikai@basil.ocn.ne.jp
医療法人審美会
理事長　小柳　光蔵

神奈川県
横浜市西区岡野一丁目14番1号　
横浜メディカルセンタービル5階・6階・7階

496 ミルディス皮フ科横浜西口　処置室１ 神奈川県 横浜市西区岡野1-14-1横浜メディカルセンタービル２階 村上義之 受付事務
050-3734-
5833

045-620-8562 ymildix@gmail.com
医療法人社団精華会ミルディス皮フ科　村上義
之

東京都 足立区千住３－９８千住ミルディスⅡ番館３階

497 有馬ビル歯科　診療室 神奈川県
横浜市西区楠町27-2　有馬ビル2F

秋山　真理 有馬ビル歯科 045-312-8240 045-323-5740 junji36@aol.com
有馬ビル歯科
院長　秋山　真理

神奈川県
横浜市西区楠町27-2　
有馬ビル2F

498 横浜中央美容形成クリニック　オペ室 神奈川県
横浜市西区北幸1-2-13
横浜西共同ビル10階

亀山誠 受付 045-324-7070 045-320-0023 yokohama@chuoh-clinic.co.jp
横浜中央美容形成クリニック
院長　亀山　誠

神奈川県 横浜市西区北幸1-2-13　横浜西共同ビル10階

499 品川スキンクリニック　横浜院　（準備室） 神奈川県 横浜市西区北幸一丁目1番8号　エキニア横浜6階

500 品川美容外科　横浜院 　（　準備室　） 神奈川県 横浜市西区北幸一丁目1番8号　エキニア横浜7階

501 医療法人社団福祉会高須クリニック横浜院　手術準備室 神奈川県 横浜市西区北幸一丁目6番1号  横浜ファーストビル10階 谷　奈保紀 医療法人社団福祉会高須クリニック横浜院秘書 052-533-3901 052-533-3907 suzuki@takasu.co.jp 医療法人社団福祉会　理事長　高須克彌 愛知県 西尾市一色町赤羽上郷中113番地1

502 医療法人社団　川原歯科医院　手術室 神奈川県 横浜市青葉区青葉台２－１２－１１ 川原　淳 医療法人社団　川原歯科医院　院長 045-981-0418 045-982-1836 info@kawaharasika.com
医療法人社団　川原歯科医院　
院長　川原　英明

神奈川県 横浜市青葉区青葉台２－１２－１１

503
村田歯科医院／伊勢佐木町インプラントセンター　レント
ゲン室

神奈川県
横浜市中区長者町8-132-5 
産友ビル長者町第一 2F

村田 武 村田歯科医院／伊勢佐木町インプラントセンター 045-261-4652 045-261-4652
村田歯科医院／伊勢佐木町インプラントセン
ター　院長　村田　武

504 セルポートクリニック横浜手術室 神奈川県
横浜市中区南仲通三丁目35番地　
横浜エクセレントIII 2階

辻　直子 株式会社バイオマスター経営管理部 045-222-3363 045-222-3255 urano@biomaster.jp
株式会社バイオマスター
代表取締役社長　井口 明彦

神奈川県
横浜市中区南仲通三丁目35番地　
横浜エクセレントIII 2階

505 KO CLINIC 手術室 神奈川県 横浜市中区尾上町4-54 Kannai ex ビル8F 黄 聖琥 KO CLINIC 045-651-1117 045-651-2488 kouseiko@ksh.biglobe.ne.jp KO CLINIC　黄 聖琥 神奈川県 横浜市中区尾上町4-54 Kannai ex ビル8F

506 アンデュースキンケアクリニック　処置室 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央50-17　CM-PORTビル9階 小澤　剛

507 井上歯科クリニック 神奈川県 横浜市都筑区牛久保1-2-9-201 井上　俊弘 院長　井上　俊弘 045-911-8639 045-911-8639 inoue-dc@nifty.com 井上　俊弘 神奈川県 横浜市都筑区牛久保1-2-9-201

508 神奈川県立こども医療センター細胞培養加工施設 神奈川県 横浜市南区六ツ川２丁目138番４ 小林　眞司 神奈川県立こども医療センター事務局総務課 045-711-2351 045-721-3324 fm1591.hr5@kanagawa-pho.jp
地方独立行政法人神奈川県立病院機構
　理事長　土屋 了介

神奈川県 横浜市中区本町一丁目2番地  日経ビル4階

509 あきデンタルクリニック　診療室 神奈川県
横浜市保土ケ谷区岩間町2-100-9 
ウィングウダガワ102号室

宮下　聡胤 あきデンタルクリニック 045-340-0418
医療法人社団SMILE LIFE　
理事長　宮下　聡胤

神奈川県
横浜市保土ケ谷区岩間町2-100-9 
WingUDAGAWA102号室

510
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名メ
ディカルサポートクリニック 美容外科・美容皮膚科 点滴室

神奈川県
海老名市河原口1519番地 社会医療法人ジャパンメディカ
ルアライアンス 海老名メディカルサポートクリニック 4階

島中　弘輔
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名メディカ
ルサポートクリニック 美容外科・美容皮膚科 神野 真美

046-235-1311 046-234-8651 m_jinno@jin-ai.or.jp
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
理事長　鄭　義弘

神奈川県 海老名市河原口1320番地

511 マキタ歯科クリニック  オペ室 神奈川県
茅ヶ崎市南湖二丁目13番31号　2階

蒔田 哲也 マキタ歯科クリニック 0467-88-4441 0467-88-4441 m_d_c_911@yahoo.co.jp
医療法人社団マキタ歯科クリニック
理事長　蒔田 哲也

神奈川県 茅ヶ崎市南湖二丁目13番31号2階

512 きくち歯科クリニック  特診室 神奈川県 厚木市妻田西2-15-19　1階 菊池 謙一 きくち歯科クリニック 046-240-8666 046-240-8667 info@kikuchi-dent.jp
医療法人社団一心会
理事長　菊池 謙一

神奈川県 厚木市妻田西二丁目15番19号

513 山口歯科医院　診療室 神奈川県 厚木市中町3-12-4　3階 山口 琢央 山口歯科医院 046-224-0557 046-224-5423 yamaguchidental0557@gmail.com
医療法人社団天成会
理事長　山口 琢央

神奈川県 厚木市中町三丁目12番4号

514 仁厚会病院　手術室（１）・手術室（２） 神奈川県 厚木市中町３－８－１１　仁厚会病院2階 近藤　元 仁厚会病院　歯科口腔外科 046-221-3330 046-221-1650 sohmuka6@jinkohkai.or.jp
医療法人　仁厚会
理事長　近藤　脩

神奈川県 厚木市中町３－８－１１

515 厚木インプラント・予防センター　診療室 神奈川県 厚木市林1-20-22　1F 佐藤　宏憲 厚木インプラント・予防センター 046-297-6480 046-297-0681
医療法人社団憲清会
理事長　佐藤　宏憲

神奈川県 厚木市林一丁目20番24号

516 入谷歯科クリニック　診療室 神奈川県 座間市入谷1-216-2　1F 鈴木　智弘 入谷歯科クリニック 046-252-5211 046-252-5211
医療法人社団憲清会
理事長　佐藤　宏憲

神奈川県 厚木市林一丁目20番24号

517 ナカエ歯科クリニック　診察室C 神奈川県 三浦郡葉山町堀内８９５-１ 前畑　香 院長　前畑　香 046-875-8211 前畑　香 神奈川県 三浦郡葉山町堀内８９５-１

518 平沢歯科　特診室（1） 神奈川県 秦野市平沢1152-1  宝崎 岳彦 平沢歯科 0463-84-0800 0463-84-0800 hirasawadc@s6.dion.ne.jp
平沢歯科　
院長　宝崎 岳彦

神奈川県 秦野市平沢1152-1

519
聖マリアンナ医科大学附属大学病院　病院本館3階　手
術室No.1

神奈川県 川崎市宮前区菅生二丁目16番1号 大坪　毅人 教学部　大学院・研究推進課 044-977-8111 044-977-5542 c3po@marianna-u.ac.jp
学校法人　聖マリアンナ医科大学
理事長　明石　勝也

神奈川県 川崎市宮前区菅生二丁目16番1号

520
オーラルデンタルクリニック川崎　細胞培養加工施設　特
診室

神奈川県 川崎市幸区幸町1-993-8　ＫＷＰｌａｃｅカワサキ　1Ｆ 藤井　秀朋 院長 044-201-4880 044-201-4881 ask@oral-dental.jp 藤井　秀朋 神奈川県 川崎市幸区幸町1-993-8　ＫＷＰｌａｃｅカワサキ　1Ｆ

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 13/31
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都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

521 溝の口ステーションビル歯科  オペ室 神奈川県 川崎市高津区溝口2-1-1 東急溝の口駅ビル4F 宮城　直美 溝の口ステーションビル歯科 044-850-2388 044-811-9704 info@station-dc.or.jp
医療法人社団青松会
理事長　山本 成允

神奈川県
横浜市港北区日吉二丁目1番1号　
東急日吉駅ビル3階

522 吉江歯科診療所　処置室 神奈川県 川崎市高津区新作6-16-3 吉江　誠 院長 044-877-3231 吉江歯科診療所　吉江　誠 神奈川県 川崎市高津区新作6-16-3

523 ふじなみ歯科医院　特診室２ 神奈川県 川崎市多摩区菅2-1-1 三祐ビル3F 藤波　淳
医療法人藤輝会
理事長　藤波　淳

神奈川県 川崎市多摩区菅2-1-1 サンユービル3F

524 かめがやデンタルオフィス　診療室 神奈川県 川崎市多摩区生田7-4-7　1Ｆ 亀ヶ谷　武志 かめがやデンタルオフィス 044-933-1153 044-933-1176
医療法人かめがやデンタルオフィス
理事長　亀ヶ谷　武志

神奈川県
川崎市多摩区生田七丁目4番7号　
セキグチビル1Ｆ

525 武蔵小杉デンタルクリニック　特診室-1 神奈川県 川崎市中原区中丸子13番地20　1F 宮尾　昌祥 武蔵小杉デンタルクリニック 044-433-3570 044-433-3571 miyao0309@gmail.com
武蔵小杉デンタルクリニック
院長　宮尾　昌祥

神奈川県 川崎市中原区中丸子13番地20

526 ムカエ歯科医院　処置室 神奈川県
相模原市南区古淵二丁目16番9号　リバーストーン古淵
201

迎 耕司 ムカエ歯科医院 受付 042-776-7575 042-776-7575 k-mukae@ck9.so-net.ne.jp 医療法人社団峰生会　理事長　迎耕司 神奈川県
相模原市南区古淵二丁目16番9号
リバーストーン古淵202

527 アキチ歯科医院　診療室 神奈川県 相模原市南区上鶴間本町8-14-16 秋知　明 アキチ歯科医院 042-741-8311 042-741-8312 akichidc8@jcom.home.ne.jp 医療法人明仁会　理事長　秋知 明 神奈川県 相模原市南区上鶴間本町8-14-16

528 古谷田歯科医院　手術室 神奈川県 相模原市南区南台5丁目16-18　1階 古谷田　泰夫 古谷田歯科医院 042-744-1613 042-744-1625 kdc_1955@hotmail.co.jp 古谷田歯科医院　古谷田　泰夫 神奈川県 相模原市南区南台5丁目16-18

529 北里大学病院　細胞調整室 神奈川県 相模原市南区北里１－１５－１ 大谷　慎一 事務部　医事２課 042-778-9251 042-778-7791 学校法人　北里研究所　理事長　藤井清隆 神奈川県 相模原市南区北里１－１５－１

530 こうレディースクリニック・江ノ島　内診室兼処置室 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸1-3-16 江ノ島メディカルモール3F 黄 宗聖 こうレディースクリニック・江ノ島 0466-34-7788 0466-34-8300 kouseiko@ksh.biglobe.ne.jp こうレディースクリニック・江ノ島　黄 宗聖 神奈川県
藤沢市鵠沼海岸1-3-16
江ノ島メディカルモール3F

531 くげぬま海岸歯科クリニック　診療室 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸6-17-12 パストラーレ鵠沼1階 三浦　陽平 くげぬま海岸歯科クリニック 0466-54-7886 0466-54-7917 yoheimiura514@gmail.com
医療法人社団くげぬま海岸歯科クリニック
理事長　三浦陽平

神奈川県
藤沢市鵠沼海岸6-17-12
パストラーレ鵠沼1階

532 倉嶋歯科クリニック　特別診療室 新潟県 新潟市江南区大渕３４８５ 倉嶋敏明 倉嶋歯科クリニック 025-277-0685 025-277-5253 倉嶋敏明 新潟県 新潟市江南区大渕３４８５

533 倉嶋歯科クリニック 　診療室 新潟県 新潟市江南区大渕3485　1階 倉嶋　敏明 倉嶋歯科クリニック 025-277-0685 025-277-5253 t.kurashima1@me.com
医療法人社団 慧真会　
理事長　倉嶋　敏明

新潟県 新潟市江南区大渕3485番地

534 あゆみ歯科医院　診療室 新潟県 新潟市西区小針5-8-15　１階 高橋　弘直 あゆみ歯科医院 025-265-1466 025-265-1467 hironao@ga2.so-net.ne.jp
あゆみ歯科医院
院長　高橋　弘直

新潟県 新潟市西区小針5-8-15

535 杉山歯科医院 1階　細胞加工室 新潟県 新潟市西区鳥原151-4 杉山貴彦 杉山歯科医院 1階　細胞加工室 025-370-1631 025-370-1632
杉山歯科医院
杉山貴彦

新潟県 新潟市西区鳥原151-4

536
新潟大学医歯学総合病院　生命科学医療センター　輸
血・再生医療部門　セルプロセッシングセンター

新潟県
新潟市中央区旭町1-754
新潟大学医歯学総合病院　西診療棟２階

中田　光 新潟大学医歯学総合病院　総務課総務係 025-227-2408 025-227-0719 byoinsoumu@adm.niigata-u.ac.jp 国立大学法人新潟大学　学長　髙橋　姿 新潟県 新潟市西区五十嵐2の町8050番地

537
新潟大学医歯学総合病院　生命科学医療センター　輸
血・再生医療部門　血液採取室

新潟県
新潟市中央区旭町1-754
新潟大学医歯学総合病院　東病棟２階

中田　光
新潟大学医歯学総合病院
総務課総務係

025-227-2408 025-227-0719 byoinsoumu@adm.niigata-u.ac.jp 国立大学法人新潟大学　学長　髙橋　姿 新潟県 新潟市西区五十嵐2の町8050番地

538 ハート歯科クリニック 調製室 新潟県 新潟市中央区関屋金鉢山町７６　マンションロビン１０４ 豊里　晃 ハート歯科クリニック 025-378-0700 025-378-0810 toyosato@heart-dent.com 豊里　晃 新潟県
新潟市中央区関屋金鉢山町７６
マンションロビン１０４

539 植村美容外科 準備室 新潟県 新潟市中央区東大通1-1-1 第5マルカビル4F 受付事務 025-278-8886 025-278-8764 info@u-b-c.net 植村美容外科　 院長　植村 元貴 新潟県 新潟市中央区東大通1-1-1 第5マルカビル4F

540 品川スキンクリニック　新潟院  (　 準備室　） 新潟県 新潟市中央区弁天一丁目1番22号　東信新潟ビル2階

541 やまもと形成外科クリニック　手術室 新潟県 新潟市中央区本町通7番町1085 山本　光宏 形成外科 025-223-2926 025-223-2982 yamamoto-clinic@wish.ocn.ne.jp
医療法人社団　光真
理事長　山本光宏

新潟県 新潟市中央区本町7番町1085

542 新潟スキンクリニック　手術室 新潟県 新潟市中央区万代1-2-3　コープ野村万代214号室 西川　雄希 新潟スキンクリニック　院長　西川雄希 新潟県
新潟市中央区万代1-2-3
コープ野村万代214号室

543 白田歯科医院　診療室 新潟県 新潟市東区宝町1-38 白田　敏晴 院長　白田　敏晴 025-271-1100 白田　敏晴 新潟県 新潟市東区宝町1-38

544 あけぼの歯科　診療室 新潟県 長岡市曙１丁目３番２１号　あけぼの歯科 渡辺　泰典 あけぼの歯科　院長 0258-39-5200 0258-39-5105 watatai@mui.biglobe.ne.jp 渡辺　泰典 新潟県 長岡市曙１丁目３番２１号　あけぼの歯科

545 カメイクリニック２　処置室 富山県 高岡市京田４４１－１ 亀井康二 カメイクリニック２　事務 0766-29-2555 0766-29-2556 kamei@p1.coralnet.or.jp カメイクリニック２　亀井康二 富山県 高岡市京田４４１－１

546 山田歯科医院　特別診療室 富山県 高岡市本丸町13番39号 山田　眞樹 山田歯科医院 0766-25-0073 0766-26-0705 maya@lapis.plala.or.jp
医療法人社団山田歯科医院　理事長　山田眞
樹

富山県 高岡市本丸町13番39号

547 田中歯科医院　ミーティングルーム 富山県 黒部市生地経新4433　１階 田中　慎二 田中歯科医院 0765-56-8040
田中歯科医院
院長　田中　慎二

富山県 黒部市生地経新4433

548 医療法人社団　吉岡整形外科 手術室 富山県 南砺市寺家新屋敷472-7 吉岡　勉 医療法人社団　吉岡整形外科　事務 0763-22-7700 0763-22-7701 yosisei@p1.tst.ne.jp 医療法人社団　吉岡整形外科　吉岡勉 富山県 南砺市寺家新屋敷472-7

549 城本クリニック富山院 リカバリー室 富山県 富山市牛島新町５－５　インテックタワービル２Ｆ

550 カメイクリニック　処置室 富山県 富山市牛島本町１８－7　アーバンプレイス２階 木村哲治 カメイクリニック２事務 0766-29-2555 0766-29-2556 kamei@p1.coralnet.or.jp カメイクリニック２　院長　亀井康二 富山県 高岡市京田４４１－１

551 大城歯科医院　処置室 富山県 富山市中野新町２－２－２９ 大城宣之 大城歯科医院 076-425-4420 076-425-4420 n-oshiro@po2.nsknet.or.jp 大城歯科医院　院長　大城宣之 富山県 富山市中野新町２－２－２９

552 しのぶ歯科医院　準備室 富山県 富山市緑町1-1-1 １階 小林　祐之
しのぶ歯科医院
院長　小林　祐之

553 かとうクリニック 　手術室 石川県 加賀市山代温泉北部2丁目25　1階 加藤　隆三 かとうクリニック 0761-77-6480 kato-clinic@k-iic.jp
医療法人社団かとうクリニック
理事長　加藤　隆三

石川県 加賀市山代温泉北部二丁目25番地

554 金沢医科大学病院　再生医療センター 石川県
河北郡内灘町字大学一丁目一番地　金沢医科大学病院
再生医療センター

堤　　幹宏 金沢医科大学病院　再生医療センター 076-218-8200 076-218-8210 regene@kanazawa-med.ac.jp 学校法人　金沢医科大学　理事長　竹越　　襄 石川県 河北郡内灘町字大学一丁目一番地

555 小林クリニック手術室 石川県 金沢市鞍月5丁目47番地 小林　貴 小林クリニック手術部 076-237-5858 076-237-5828 contact@c-kobayashi.com 小林クリニック　院長　小林　貴 石川県 金沢市鞍月5丁目47番地

556 藤井脳神経外科病院　手術室 石川県 金沢市古府1丁目150番地 藤井博之 藤井脳神経外科病院外来部署 076-240-3555 076-240-3437 info@fujii-hospital.jp 医療法人社団　博洋会　藤井博之 石川県 金沢市古府１丁目１５０

557 金沢美容外科クリニック　手術室 石川県 金沢市千日町1-13　コーポフェニックス１階 河田　牧男 金沢美容外科クリニック事務局 076-231-1168 076-231-1168 kawata@kanakuri.net 金沢美容外科クリニック　　院長    河田　牧男 石川県 金沢市千日町1-13　コーポフェニックス１階

558 PiEACE DENTAL CLINIC  診療室1 石川県 金沢市大友3丁目2番地　1階 中山 伊知郎 PiEACE DENTAL CLINIC 076-256-1517 076-256-1565 dc@pieace.jp
PiEACE DENTAL CLINIC
院長　中山 伊知郎

石川県 金沢市大友3丁目2番地

559 溝口デンタルオフィス　診療室 石川県 金沢市片町1-4-18　Talkタテマチbld. 3F 溝口　尚 溝口デンタルオフィス 076-221-0162 076-221-0152 mizodent@estate.ocn.ne.jp
医療法人社団溝口デンタルオフィス
理事長　溝口　尚

石川県 金沢市片町1-4-18

560
金沢大学附属病院トランスレーショナルリサーチセンター
細胞調整システム室

石川県
金沢市宝町１３番１号 金沢大学附属病院 新外来診療棟
地下１階

水腰　英四郎 金沢大学　病院部　経営管理課　臨床試験係 076-265-2048 076-234-4309 hpsangak@adm.kanazawa-u.ac.jp 国立大学法人金沢大学長　山崎　光悦 石川県 金沢市角間町

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 14/31



再生医療等安全性確保法第40条第１項の規定により届出された細胞培養加工施設の一覧 平成28年5月31日現在

都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

561 金沢大学附属病院 手術部 手術室 石川県
金沢市宝町13番1号　金沢大学附属病院　中央診療棟　4
階

谷口　巧 金沢大学 病院部 経営管理課 臨床試験係 076-265-2048 076-234-4309 hpsangak@adm.kanazawa-u.ac.jp 国立大学法人金沢大学長　山崎　光悦 石川県 金沢市角間町

562 ヒカリ歯科医院　細胞培養加工施設 石川県 金沢市本多町三丁目10番6号 1F 金 滋 光 理事長 076-232-1301 076-232-1302 医療法人社団健歯会　理事長　金 滋 光 石川県 金沢市本多町三丁目10番6号

563 城本クリニック金沢院　準備室 石川県 金沢市本町１－３－３８　メディコ綱村ビル３Ｆ

564 室木歯科口腔外科医院  準備室１および準備室２ 石川県 七尾市中島町浜田レ２１－１ 室木俊美 室木歯科口腔外科医院 0767-66-0489 0767-66-0489 letter@muroki-tooth.com
医療法人社団　室木歯科口腔外科医院　室木
俊美

石川県 七尾市中島町浜田レ21-１

565 山王歯科　診療室 福井県 越前市上太田町23-3-10　1階 伊井　克安 山王歯科 0778-24-1766 0778-24-4566 sannou-dental@song.ocn.ne.jp
医療法人山王歯科
理事長　伊井　克安

福井県 越前市上太田町第23号3番地の10

566 いんべ歯科　診療室 福井県
越前市府中1丁目4－24　2階

忌部  正 いんべ歯科 0778-22-5050 0778-22-5051 imbe.t@sweet.ocn.ne.jp
いんべ歯科
院長　忌部  正

福井県 越前市府中1丁目4－24?

567 フルハシ歯科　処置室 福井県 坂井市春江町江留上新町３６－１ 古橋　隆 フルハシ歯科　治療部門 0776-51-1121 0776-51-1121 splashtakasi@ybb.ne.jp フルハシ歯科　院長　古橋　隆 福井県 坂井市春江町江留上新町36-1

568 たけの子歯科　手術室 福井県 敦賀市木崎20-15-1　1階 髙橋　淳 たけの子歯科 0770-24-0418 0770-24-0400 医療法人筍会　理事長　高橋　淳 福井県 敦賀市鉄輪町1丁目7番15号

569 はやし歯科医院　手術室 福井県 福井市花堂南1-11-34 林正人 はやし歯科医院　理事長 0776-33-1118 0776-33-0850 hayashid@crux.ocn.ne.jp 医療法人　福正会　はやし歯科医院　林正人 福井県 福井市花堂南1-11-34

570 神野美容形成外科クリニック　手術室 福井県 福井市順化1-13-18ドリームビル3F 神野千鶴 神野美容形成外科クリニック 0776-26-6696 0776-26-6699 info@jinno-c.com
神野美容形成外科クリニック
神野千鶴

福井県 福井市順化1-3-18ドリームビル3F

571 医療法人社団仁秀会　早川歯科医院　診察室Ｂ 福井県 福井市大京3-27-12　2F 早川　雅秀 理事長 0776-25-7733
医療法人社団仁秀会
理事長　早川　雅秀

福井県 福井市大京三丁目27番12号

572 高橋歯科医院　手術室 福井県 福井市大手2丁目7-3　5F 高橋 満次 高橋歯科医院 0776-24-5000 0776-23-5600 takahashishika@eco.ocn.ne.jp
医療法人穂高会　
理事長　高橋 満次

福井県 福井市大手2丁目7-3

573
独立行政法人地域医療機能推進機構山梨病院　検体検
査室　製剤室1

山梨県 甲府市朝日三丁目11番16号 佐々木　茂
独立行政法人地域医療機能推進機構山梨病院
総務企画課

055-252-8831 055-220-3521 main@yamanashi.jcho.go.jp
独立行政法人地域医療機能推進機構
理事長　尾身　茂

東京都 港区高輪三丁目5番20号

574 コマキ歯科　診療室 山梨県 甲府市徳行4-6-6　1階 小巻　健二 コマキ歯科 055-228-7689 055-228-7600 kdo@komaki.or.jp
医療法人健昌会
理事長　小巻　健二

山梨県 甲府市徳行4-6-6

575 丸山歯科医院　診療室 長野県 安曇野市穂高北穂高2987-1　1階 丸山  慶四郎 丸山歯科医院 0263-82-7505 0263-82-7360 keishiro@cb.mbn.or.jp
丸山歯科医院
院長　丸山  慶四郎

長野県 安曇野市穂高北穂高2987-1

576 ひまわり歯科　オペ室 長野県
伊那市狐島3786 1F

菅 重智 ひまわり歯科 0265-72-7433 0265-72-7433
ひまわり歯科
院長　菅 重智

長野県 伊那市狐島3786

577 伊那中央病院　形成外科　シミュレーション室 長野県
伊那市小四郎久保1313番地1　伊那中央病院　１階　形
成外科　シュミレーション室

近藤　昭二 事務部　総務課 0265-72-3121 0265-78-2248 somu@inahp.jp 伊那中央行政組合　組合長　白鳥　孝 長野県 伊那市小四郎久保1313番地1

578 小町谷歯科医院診療室 長野県 駒ケ根市赤須東1-22 小町谷直樹 院長 0265-82-8383 0265-82-8322 小町谷直樹 長野県 駒ケ根市赤須東1-22

579 東正歯科医院　診療室 長野県 駒ヶ根市赤穂小町屋10737-1　1階 池上　正資 東正歯科医院 0265-83-0888 0265-83-6948 thousei@opal.plala.or.jp
東正歯科医院
院長　池上　正資

長野県 駒ヶ根市赤穂小町屋10737-1

580 髙見澤歯科医院　診療室 長野県 佐久市猿久保232-20　1階 髙見澤　一伸 髙見澤歯科医院 0267-66-1880 0267-66-1881 info@takamizawa-dental.com
医療法人伸成会
理事長　髙見澤　一伸

長野県 佐久市猿久保232-20　1階

581 医療法人　正法会　三溝歯科医院 　特診室 長野県 松本市埋橋2-11-7 三溝　泰弘 院長　三溝　泰弘 0263-32-2182 0263-37-1552 samizodc@cb.mbn.or.jp
医療法人正法会　三溝歯科医院　理事長　三溝
泰弘

長野県 松本市埋橋2-11-7

582 あるが歯科クリニック　手術室 長野県 上伊那郡宮田村7556-25　1階 有賀　正治 あるが歯科クリニック 0265-84-1131 0265-84-1132 smile@aruga-dental.com
医療法人Smile&Wellness
理事長　有賀　正治

長野県 上伊那郡宮田村7556-25

583 信州口腔外科インプラントセンター　手術室 長野県 上高井郡小布施町小布施林2249-1　1階 北村　豊 信州口腔外科インプラントセンター 026-242-6888 026-242-6188 shinshu-osic@mbn.nifty.com
医療法人信州口腔外科インプラントセンター
理事長　北村 豊

長野県 上高井郡小布施町大字小布施字烏林2249－1

584 関歯科医院　手術室 長野県 千曲市粟佐1130-1　１階 關　尚樹 関歯科医院 026-285-0418 026-285-0410
関歯科医院
院長　關　尚樹

長野県 千曲市粟佐1130-1

585 しなの歯科クリニック　診療室 長野県 長野市稲里町田牧647-1　１階 宇野　眞人 しなの歯科クリニック 026-285-2937
医療法人宇野会
理事長　宇野　眞人

長野県 長野市稲里町田牧647-1

586 中澤歯科　診療室 長野県 長野市三本柳西3-36 中澤　英紀 中澤歯科 026-283-4747 026-283-4747 hideki_naka515@yahoo.co.jp 中澤歯科　中澤　英紀 長野県 長野市三本柳西3-36

587 吉田歯科医院ope室 長野県 長野市松代町松代１７３ 吉田健留 吉田歯科医院事務局 026-278-2315 026-278-2517 yosiru1007@yahoo.co.jp 吉田健留 長野県 長野市松代町松代１７３

588 医療法人フォレスト　長野フォレスト歯科 2階オペ室 長野県
長野市南千歳1丁目22番地9市川ビル2階
医療法人フォレスト　長野フォレスト歯科 2階オペ室

藤森林 医療法人フォレスト　長野フォレスト歯科 2階オペ室 026-227-3118 026-262-1690 rinrin7026@yahoo.co.jp
医療法人フォレスト　長野フォレスト歯科
理事長　藤森林

長野県 長野市南千歳1丁目22番地9市川ビル2階

589 堀田歯科医院　診療室 長野県 飯田市桐林1747‐5　1階 堀田　浩三 堀田歯科医院 0265-26-7400 0265-26-7168 kotosuzu@mis.janis.or.jp 堀田歯科医院　院長　堀田浩三 長野県 飯田市桐林1747‐5

590
医療法人社団　神樹会　はやし歯科医院　診療室内手術
エリア

岐阜県 安八郡神戸町大字前田字村前１３８番地の３ 林　猛 医院長 0584-27-8889 0584-27-1655 thayashi@sannet.ne.jp
医療法人社団　神樹会　はやし歯科医院　理事
長　林　猛

岐阜県 安八郡神戸町大字前田字村前１３８番地の３

591
コメット歯科クリニック　２階　第１オペ室　及び　第２オペ
室

岐阜県 岐阜市下土居３－３－１１ 金光　琢磨 コメット歯科クリニック　事務局 058-233-6262 058-233-6224 comet@diamond.broba.cc コメット歯科クリニック　院長　金光　琢磨 岐阜県 岐阜市下土居３－３－１１

592
医療法人大徳会　大口弘歯科クリニック インプラント処置
室

岐阜県 岐阜市県町1-6 大口　弘 058-264-4180
医療法人大徳会　大口弘歯科クリニック　理事
長　大口　弘

岐阜県 岐阜市県町1-6

593 城本クリニック岐阜院　リカバリー室小① 岐阜県 岐阜市神田町９丁目20番地　Ｇ－ｆｒｏｎｔ７Ｆ

594 医療法人尚美会なおみ皮フ科クリニック1階　調製室 岐阜県 岐阜市神田町九丁目10番 田島　尚美 医療法人尚美会なおみ皮フ科クリニック院長 058-265-0703 058-265-0704 info@naomi-hifuka.com 医療法人尚美会　理事長　田島尚美 岐阜県 岐阜市神田町九丁目10番

595 医療法人社団いちだクリニック　手術室 岐阜県 岐阜市清本町１０丁目１８ 市田正成 いちだクリニック　総務課 058-253-5911 058-252-2481 mail@ichida-clinic.com
医療法人社団いちだクリニック
理事長　市田正成

岐阜県 岐阜市清本町１０丁目１８

596 カメイクリニック多治見　処置室 岐阜県 多治見市住吉町７－２９－６　ファインビル住吉Ⅱ－２F 亀井千裕 カメイクリニック２　事務 0766-29-2555 0766-29-2556 kamei@p1.coralnet.or.jp カメイクリニック２　院長　亀井康二 富山県 高岡市京田４４１－１

597 松下歯科医院　診療室 岐阜県 多治見市大畑町5丁目234　1階 松下　秀典 松下歯科医院 0572-22-0166 医療法人貴豊会　理事長　松下　秀典 岐阜県 多治見市大畑町5丁目234

598 木沢記念病院形成外科処置室 岐阜県 美濃加茂市古井町下古井590番地 髙木　美香子 形成外科 0574-25-2181 0574-26-2181 m-takagi@kizawa-memorial-hospital.jp
社会医療法人厚生会　木沢記念病院
理事長　山田實紘

岐阜県 美濃加茂市古井町下古井590番地

599 ナガオカデンタルクリニック　消毒・技工室 静岡県 伊豆の国市長岡1322-9　1階 渥美　元康 ナガオカデンタルクリニック 055-947-4545 055-947-4548 izu418@ck.tnc.ne.jp
医療法人元理会　
理事長　渥美　元康

静岡県 伊豆の国市長岡1322-9

600 中東遠総合医療センター　手術室、歯科口腔外科外来 静岡県 掛川市菖蒲ヶ池１－１ 夫　才成
中東遠総合医療センター　経営管理部　医事課　医師事務
サポート係

0537-21-5555 0537-28-8971 tomoyuki-s01@chutoen-hp.shizuoka.jp
掛川市・袋井市病院企業団立　
中東遠総合医療センター 企業長　名倉英一

静岡県 掛川市菖蒲ヶ池１－１

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 15/31
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都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

601 市立湖西病院手術室 静岡県 湖西市鷲津2259番地の1 市立湖西病院医事課 053-576-1234 053-575-0120 iji@hospital.kosai.shizuoka.jp 市立湖西病院 湖西市長　三上　元 静岡県 湖西市鷲津2259-1

602 高根デンタルクリニック　処置室 静岡県 御殿場市山之尻327-1 滝口　昌親 高根デンタルクリニック　歯科 0550-84-6480 滝口　昌親  高根デンタルクリニック　院長 静岡県 御殿場市山之尻327-1

603 さとう歯科医院　診療室 静岡県 御殿場市新橋2077-4　2階 佐藤　栄樹 さとう歯科医院 0550-82-8100 0550-82-8228 esatodds@gmail.com
さとう歯科医院　
院長　佐藤栄樹

静岡県 御殿場市新橋2077-4

604 あおぞら歯科　診療室 静岡県 御殿場市北久原593-2 1階 野田　光子 あおぞら歯科 0550-84-0181 0550-84-0181
あおぞら歯科
院長　野田　光子

静岡県 御殿場市北久原593-2

605 清水スキンクリニック   手術室 静岡県 駿東郡清水町伏見51-8 鄭　栄鳳 清水スキンクリニック　手術室 055-983-6700 055-983-6702 cyb_chung@yahoo.co.jp 清水スキンクリニック     鄭　栄鳳 静岡県 駿東郡清水町伏見51-8

606 静岡駅前歯科クリニック　手術室 静岡県
静岡市葵区御幸町6-11
イチセビルディング5F

望月　篤 静岡駅前歯科クリニック 054-251-8400 054-252-1365 a.m-dental.clinic-12@fork.ocn.ne.jp
静岡駅前歯科クリニック
院長　望月　篤

静岡県
静岡市葵区御幸町6-11
イチセビルディング5F

607 清水歯科医院　診療室 静岡県 静岡市葵区鷹匠2丁目1-20 黒柳ビル2F 清水 雅子
清水歯科医院
院長　清水 雅子

静岡県
静岡市葵区鷹匠2丁目1-20 
黒柳ビル2F

608 川口歯科医院　診療室A 静岡県 静岡市葵区追手町2-16　1F 川口　眞司 川口歯科医院 054-252-3676 054-252-3676 dragon@mve.biglobe.ne.jp 川口歯科医院　院長　川口　眞司 静岡県 静岡市葵区追手町2-16

609 城本クリニック静岡院　手術室 静岡県 静岡市葵区伝馬町９－４　一瀬センタービル７Ｆ

610 医療法人社団静美心会　ラ・クリニカ　シズオカ、処置室１ 静岡県 静岡市駿河区稲川２－２－１－５A 武中　暁 院長 054-654-6301 054-654-6305 satoru0317@mac.com 医療法人社団静美心会、理事長：武中　暁 静岡県 静岡市駿河区稲川２－２－１－５A

611 小嶋デンタルクリニック 1階　細胞加工室 静岡県 静岡市駿河区石田3丁目11-32 小嶋隆三

612 湘南美容外科クリニック静岡院　処置室1 静岡県 静岡市駿河区南町10-5　地建南町ビル3階 中野　達生 事務局
050-5865-
5940

03-5325-6273 tsugawa@sbc.or.jp 医療法人社団孝和会　理事長　相川美和 東京都
渋谷区渋谷1-24-6
マトリクス・ツービル8階

613 医療法人社団　八龍会　すずき歯科医院 準備室 静岡県 袋井市高尾1780 1階 鈴木　龍 医療法人社団　八龍会　すずき歯科医院　事務 0538-42-1184 0538-43-2260 keiri-suzuki-shika@hotmail.co.jp
医療法人社団　八龍会　すずき歯科医院　理事
長　鈴木龍

静岡県 袋井市高尾1780

614 市立島田市民病院　手術室(1) 静岡県 島田市野田1200-5　病院本館2階 田中　四郎 市立島田市民病院　医事課医事業務係 0547-35-2111 0547-36-9155 ijika@municipal-hospital.shimada.shizuoka.jp 島田市長　染谷 絹代 静岡県 島田市中央町1-1

615
医療法人社団　美翔会　ブレッツァ聖心美容クリニック　手
術室

静岡県 熱海市田原本町4-16　伊東園ホテル熱海館別館1F 小林美幸 運営支援部 03-5770-5292 03-5770-5606 sanae@mediclude.jp 医療法人社団　美翔会　理事長　鎌倉達郎 東京都 港区六本木6-6-9　ピラミデビル2F

616 伊藤歯科医院　診療室 静岡県 浜松市中区曳馬5丁目18番34-3　1階 伊藤　俊英 伊藤歯科医院 053-412-0803 053-412-0802 info@itou-dent.com
医療法人社団俊風会　
理事長　伊藤　俊英

静岡県 浜松市中区曳馬五丁目18番34-3号

617 仁クリニック 手術室 静岡県 浜松市中区曳馬6-23-16　モリショウ第一ビル101 内山　美里 美容皮膚科　仁クリニック 053-472-7252 053-472-7252 jin312@view.ocn.ne.jp 医療法人社団博音会　理事長　中島仁 静岡県 浜松市天竜区二俣町二俣958

618 倉内歯科　手術室 静岡県 浜松市中区住吉1-43-17 倉内　貴史
医療法人社団ホワイトキュア　
理事長　倉内　貴史

静岡県 浜松市中区住吉一丁目43番17号

619 ティースエクセレントクリニック 消毒室 静岡県 浜松市中区松城町211-3 三輪 有美子 医療法人社団 俊風会 伊藤歯科医院 053-544-4085 053-412-0802 info@itou-dent.com
医療法人社団　俊風会
理事長　伊藤 俊英

静岡県 浜松市中区曳馬5丁目18番34-3

620 共立美容外科浜松院　処置室 静岡県 浜松市中区朝日町11-1　プレスタワー2階 磯野智崇 共立美容外科・歯科広報（東京） 03-5354-0707 03-5354-0721 minamizaki@kyoritsu-biyo.com 共立美容外科　浜松院院長　磯野智崇 静岡県 浜松市中区朝日町11-1　プレスタワー2階

621 浜松医科大学医学部附属病院CPU 静岡県 浜松市東区半田山1-20-1 今野　弘之 浜松医科大学　医事課 053-435-2878 053-435-2153 nozomipo@hama-med.ac.jp 国立大学法人浜松医科大学　中村　達 静岡県 浜松市東区半田山1-20-1

622 クリニック　デュ　ソレイユ　手術室 静岡県 浜松市浜北区平口２６６３－１ 石田　秀樹 手術室 053-585-4800
クリニック　デュ　ソレイユ
院長　石田　秀樹

静岡県 浜松市浜北区平口２６６３－１

623 共立美容外科　名古屋院　手術室 愛知県  名古屋市中区錦3丁目25-12　AYA栄ビル7階 玉越鋭輝 共立美容外科・歯科広報（東京） 03-5354-0707 03-5354-0721 minamizaki@kyoritsu-biyo.com 共立美容外科　名古屋院院長　玉越鋭輝 愛知県 名古屋市中区錦3丁目25-12　 AYA栄ビル7階

624 タクミ歯科医院　手術室 愛知県 愛西市南河田町八龍59-3 内匠　孝 受付 0567-23-0630 0567-23-0631 takumi118@gmail.com タクミ歯科医院　院長　内匠　孝 愛知県 愛西市南河田町八龍59-3

625 アン歯科　細胞培養加工室 愛知県 一宮市下川田町1丁目4番地1階 安藤　裕章 アン歯科　受付 0586-71-1108 0586-71-1103 undental@orihime.ne.jp アン歯科　院長　安藤　裕章 愛知県 一宮市下川田町1丁目4番地

626 はないけ歯科　細胞培養加工施設 愛知県 一宮市花池四丁目5番11号 伊神　真次 理事長 0586-44-6480 0586-43-6480 info@hanaike-dc.com 医療法人颯真会　理事長　伊神　真次 愛知県 一宮市花池四丁目5番11号

627 前岡歯科医院　診察室 愛知県 一宮市向山南1-6-1　1階 前岡 遼馬 前岡歯科医院 0586-72-3122 0586-72-3122 ryoma.maeoka@gmail.com
前岡歯科医院
院長　前岡 遼馬

愛知県 一宮市向山南1-6-1

628 とむ歯科クリニック　細胞培養加工施設 愛知県 一宮市今伊勢町馬寄字西切戸12-1 光田　斗夢 院長 0586-44-4618
とむ歯科クリニック
院長　光田　斗夢

愛知県 一宮市今伊勢町馬寄字西切戸12-1

629 神谷ファミリー歯科　診療室 愛知県 岡崎市伊賀町東郷中61-1　1階 神谷　英道 神谷ファミリー歯科 0564-28-9321 0564-28-9321 kamifami@yahoo.co.jp
医療法人英成会　
理事長　神谷　英道

愛知県 岡崎市伊賀町東郷中61-1

630 シバタ歯科　培養室 愛知県 岡崎市羽根西2丁目6番7　3階 早川　安光 医療法人清雅会　シバタ歯科 0564-54-8092 0564-53-2893 miura@shibata-dental.or.jp
医療法人清雅会
理事長　柴田　尚子

愛知県 岡崎市羽根西2丁目6番7

631 おかしか　細胞培養加工施設 愛知県 岡崎市細川町字窪地77-210 岡　義郎 歯科衛生士　岡　洋子 0564-45-7661 0564-45-7661 岡　宗一 愛知県 岡崎市細川町字窪地77-210

632 竜美ヶ丘スキンクリニック 処置室 愛知県 岡崎市東明大町16－1 橋本　隆 竜美ヶ丘スキンクリニック事務局 0564-65-8711 竜美ヶ丘スキンクリニック　院長　橋本 隆 愛知県 岡崎市東明大寺町16－1

633 医療法人　康生歯科医院　インプラント処置室 愛知県 岡崎市連尺通2-11 磯村哲也 理事長 0564-65-0323 0564-65-0322 kose-dc@sun-inet.or.jp 医療法人　康生歯科医院　理事長　磯村哲也 愛知県 岡崎市連尺通2-11

634 むらせ歯科・矯正歯科 インプラントオフィス　処置室 愛知県 岩倉市東町東出口１１７番地 村瀬　貴之 むらせ歯科・矯正歯科 インプラントオフィス　PRF部 0587-38-0811
むらせ歯科・矯正歯科 インプラントオフィス　院
長　村瀬　貴之

635 中央歯科クリニック　手術室 愛知県 江南市古知野町千丸228番地　第1中央ビル1F 安藤雅康 理事長 0587-55-0648 0587-54-0829 m.ando@d8.dion.ne.jp 医療法人メディカルアート　理事長　安藤雅康 愛知県 江南市古知野町千丸228番地

636 徳丸歯科　手術室 愛知県 春日井市下市場町3-5-4　2F 徳丸　啓二 徳丸歯科 0568-82-4182 0568-83-6190 keiji111@aqua.ocn.ne.jp
徳丸歯科
院長　徳丸　啓二

愛知県 春日井市下市場町3-5-4

637 くまの歯科 予備室 愛知県 春日井市玉野町1212-3　2階 熊野　壮一 くまの歯科 0568-52-0418 0568-52-0416 k.soichi@na.commufa.jp
くまの歯科
院長　熊野　壮一

愛知県 春日井市玉野町1212-3

638 かとう歯科クリニック　診療室 愛知県 小牧市大字北外山２２１３番地６ 加藤勇夫 医院長 0568-76-6788 0568-76-6762 katouisa@komaki-dent.jp 加藤勇夫 愛知県 小牧市大字北外山２２１3番地６

639 八名歯科クリニック　診療室 愛知県 新城市富岡字半原田４９－６１ 山本高嗣 八名歯科クリニック 0536-24-5200 0536-24-5201 koji-y@smile.ocn.ne.jp 八名歯科クリニック院長　山本高嗣 愛知県 新城市黒田字萩平野９６の２

640 榊原歯科クリニック　手術室 愛知県 知多郡美浜町野間冨具崎258-1 榊原　亨 榊原歯科クリニック 0569-87-0128
榊原歯科クリニック
医院長　榊原　健治

愛知県 知多郡美浜町野間冨具崎258-1

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 16/31
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641 愛知医科大学病院輸血センター 愛知県
長久手市岩作雁又1番地１　愛知医科大学病院　中央棟
２F

加藤栄史 病院管理課 0561-62-3311 0561-63-3208 i0710@aichi-med-u.ac.jp 学校法人愛知医科大学　理事長　三宅養三 愛知県 長久手市岩作雁又1番地１

642 愛知医科大学病院細胞調整室 愛知県
長久手市岩作雁又１番地１　愛知医科大学病院D棟９F

加藤栄史 病院管理課 0561-62-3311 0561-63-3208 i0710@aichi-med-u.ac.jp 学校法人愛知医科大学　理事長　三宅養三 愛知県 長久手市岩作雁又１番地１

643 龍一齒科　処置室 愛知県 碧南市道場山町２－３０ 杉浦龍一 院長 0566-42-6410 info@ryuichishika.jp 龍一齒科　院長　杉浦龍一 愛知県 碧南市道場山町２－３０

644 成田記念病院 3階 手術室 愛知県 豊橋市羽根井本町134  成田記念病院 3階 成田　真 成田記念病院　総務課 0532-31-2167 0532-32-7212 soumu-hp@meiyokai.or.jp
社会医療法人　明陽会　成田記念病院　　　院
長　　成田　真

愛知県 豊橋市羽根井本町134

645 わたなべ皮フ科クリニック 細胞培養加工室 愛知県
豊橋市向山町字三ノ輪１３の６　わたなべ皮フ科クリニック
内２F

渡辺　康弘 0532-69-2700
医療法人わたなべ皮フ科クリニック
　理事長　渡辺康弘

愛知県 豊橋市向山町字三ノ輪１３の６

646 城本クリニック豊橋院　処置室１ 愛知県 豊橋市広小路３－９１　サーラ広小路ビル５Ｆ

647 医療法人かわい歯科処置室 愛知県 豊橋市植田町字関取１６－２ 河合茂樹 （医）かわい歯科 0532-25-3315 医療法人かわい歯科　理事長河合茂樹 愛知県 豊橋市植田町字関取１６－２

648 スキンクリニック山本皮フ科　処置準備室 愛知県 豊橋市平川本町１－２－１１ 山本　野人 看護部 0532-62-1234 0532-54-9578 satsuki@mx1.tees.ne.jp スキンクリニック山本皮フ科　院長　山本野人 愛知県 豊橋市平川本町１－２－１１

649
医療法人さわらび会福祉村病院長寿医学研究所（クリー
ンルーム）

愛知県 豊橋市野依町字山中19番地の14 岡田　秀親 長寿医学研究所 0532-46-8930 0532-46-8940 hideokada@chojuken.net
医療法人さわらび会福祉村病院長寿医学研究
所　理事長　山本　孝之

愛知県 豊橋市野依町字山中１９番地の14

650 岡田歯科医院　診療室 愛知県 豊川市千歳通4-8 ハクヨメディックス3F 岡田　昌通 岡田歯科医院 岡田歯科医院　院長　岡田　昌通 愛知県 豊川市千歳通4-8 ハクヨメディックス3F

651 内藤歯科　手術室 愛知県 豊川市麻生田町大荒子2-1　1階 内藤　久典 hisa@mpd.biglobe.ne.jp 内藤歯科　院長　内藤久典 愛知県 豊川市麻生田町大荒子2-1

652 塚本歯科医院　処置室 愛知県 豊田市日之出町2-9-21 塚本　継也 院長 0565-31-7871 塚本歯科医院　院長　塚本　継也 愛知県 豊田市日之出町2-9-21

653 だいせい歯科医院　診察室 愛知県 豊田市平芝町2-6-7 　1F 齋藤　大成 だいせい歯科医院 0565-35-1800 0565-35-1800
だいせい歯科医院
院長　齋藤　大成

愛知県 豊田市平芝町2-6-7

654 ぜんご駅前歯科　診療1 愛知県 豊明市前後町善江1737　パルネスビル2号館3F 増田　翔 ぜんご駅前歯科 0562-97-6480 0562-97-6483 zengoekimae@bz04.plala.or.jp
医療法人颯真会
理事長　伊神　真次

愛知県 一宮市花池四丁目5番11号

655 鈴木歯科医院　診療室 愛知県 名古屋市守山区下志段味長根1515-3　1階 鈴木　明 鈴木歯科医院 052-736-4088 052-736-4088 info@suzuki-dental.info
医療法人明雅会
理事長　鈴木　明

愛知県 名古屋市守山区大字下志段味字長根1515-3

656  アルト歯科・口腔外科　特診室 愛知県 名古屋市守山区喜多山1-2-5　1階 長岡　俊哉 アルト歯科・口腔外科 052-791-0821 052-791-0836 alto1208@yahoo.co.jp
医療法人白百合会
理事長　長岡　俊哉

愛知県
名古屋市守山区喜多山一丁目2番5号
長岡ビル1F

657 堀田歯科　診療室 愛知県 名古屋市守山区守牧町13　1階 堀田　康記 堀田歯科 052-794-8188 052-792-3425 hotta-dc@ff.iij4u.or.jp 堀田歯科　院長　堀田　康記 愛知県 名古屋市守山区守牧町13

658 あさもとクリニック皮膚科　第２処置室 愛知県 名古屋市昭和区菊園町4-30-1 朝元有美 あさもとクリニック皮膚科　院長 052-858-2552 あさもとクリニック皮膚科　院長　朝元有美 愛知県 名古屋市昭和区菊園町4-30-1

659 すぎやま歯科　診療室 愛知県 名古屋市瑞穂区塩入町3-6　１階 杉山　浩一 すぎやま歯科 052-819-6700 052-819-6701 sugi@sugi-dental.com
すぎやま歯科
院長　杉山　浩一

愛知県 名古屋市瑞穂区塩入町3-6

660 コンドウ歯科　準備・消毒コーナー 愛知県 名古屋市瑞穂区石川町2-4　1F 近藤　昌嗣 コンドウ歯科 052-853-1211 052-853-2266 info@e-kondou.com
コンドウ歯科
院長　近藤　昌嗣

愛知県 名古屋市瑞穂区石川町2-4

661 アイ・デンタルクリニック　手術室 愛知県 名古屋市瑞穂区田光町3-52 伊藤輝夫 アイ・デンタル　クリニック 052-851-4180 アイ・デンタルクリニック　院長　伊藤輝夫 愛知県 名古屋市瑞穂区田光町3-52

662 名鉄病院整形外科外来診察室（D23） 愛知県 名古屋市西区栄生2－26－11 土屋篤志 名鉄病院整形外科 名古屋鉄道健康保険組合　理事長　山本亜土 愛知県 名古屋市西区栄生2－26－11

663 名古屋麻酔科クリニック　加工室 愛知県 名古屋市千種区丘上町２－４９－４ 鳥居　圭 名古屋麻酔科クリニック　事務部門 052-757-3326 052-737-1158 mail@nagoyamasui.com 名古屋麻酔科クリニック　院長　鳥居　圭 愛知県 名古屋市千種区丘上町２－４９－４

664 ごとう歯科クリニック　細胞培養加工施設 愛知県
名古屋市千種区仲田1-8-13
ホーメスト仲田1F

後藤　光三 院長 052-753-0550 052-753-0551 goto@goto-dc.co.jp 後藤　光三 愛知県
名古屋市千種区仲田1-8-13
ホーメスト仲田1F

665 高山歯科室　インプラント処置室 愛知県
名古屋市中区栄３－１５－２７
いちご栄ビル7階

高山歯科室 052-242-2213 愛知県
名古屋市中区栄３－１５－２７
いちご栄ビル7階

666 ナディアパークデンタルクリニック　手術室 愛知県 名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークBCビル8F 飯田　吉郎 ナディアパークデンタルクリニック 052-265-2620 052-265-2506 ndc@nadyadent.com
医療法人ナディアパークデンタルクリニック
理事長　飯田　吉郎

愛知県
名古屋市中区栄3-18-1
ナディアパークビジネスセンタービル8F

667 RDクリニック名古屋　処置室 愛知県 名古屋市中区栄3-7-13　コスモ栄ビル5F RDクリニック名古屋　院長　比嘉　悠子 愛知県 名古屋市中区栄3-7-13　コスモ栄ビル5F

668
医療法人社団　医創会　セレンクリニック名古屋(細胞調
製室)

愛知県 名古屋市中区栄4-14-2 久屋パークビル2F 小林　正学 事務 川上 健太郎 03-6206-3849 医療法人社団 医創会   理事長　 土橋 正 東京都
千代田区有楽町2－7－1
有楽町駅前ビルディング 11階

669 名古屋皮膚科クリニック　手術準備室 愛知県 名古屋市中区栄4丁目14-19　富田ビル4階 荒川　昌彦 名古屋皮膚科クリニック　院長　荒川昌彦 愛知県 名古屋市中区栄4丁目14-19　富田ビル4階

670 医療法人グランクリニック手術室 愛知県 名古屋市中区栄5-28-19-3Ｆ 医療法人グランクリニック（院長） 052-243-4874
医療法人グランクリニック
　理事長　中村恭介

愛知県 名古屋市中区栄5-28-19-3Ｆ

671 クリニック　ビザリア 　処置室2 愛知県 名古屋市中区栄三丁目7番12号 サカエ東栄ビル4階 渡邉実佳 クリニック　ビザリア 052-262-3311 052-262-4575 info@bizarria.jp 医療法人　二昌会　　　理事長　小林昌義 愛知県
名古屋市千種区今池三丁目16番12号
三貴ビル1階

672 歯科サンセール　特診室 愛知県 名古屋市中区錦1-10-9　BFS伏見ビル8階 田ヶ原　昭弘 院長 052-222-3800 052-222-3833 info@sincere-dental.com 田ヶ原　昭弘 愛知県
名古屋市中区錦1-10-9
BFS伏見ビル8階

673
医療法人社団　美翔会　聖心美容クリニック　名古屋院手
術室

愛知県 名古屋市中区錦1-20-25　広小路YMDビル3階 伊藤哲郎 運営支援部 03-5770-5292 03-5770-5606 sanae@mediclude.jp
医療法人社団　美翔会
理事長　鎌倉達郎

東京都 港区六本木6-6-9　ピラミデビル2階

674 アネシス美容クリニック手術室 愛知県 名古屋市中区錦3-20-17 メイプル錦ビル9階 水野　力 院長 052-951-5221 052-308-8665 anesisbiyougeka@gmail.com  アネシス美容クリニック　院長　水野　力 愛知県 名古屋市中区錦3-20-17 メイプル錦ビル9階

675 城本クリニック名古屋院　処置室 愛知県 名古屋市中区錦３－５－４

676 医療法人社団　聖友会　免疫細胞研究センター 愛知県
名古屋市中区正木４丁目８番７号
れんが橋ビル　４階　５階

原　健一郎 事務課 052-681-1533 052-681-1533 inoue@doctor-naito.com
医療法人社団　聖友会　内藤メディカルクリニッ
ク　理事長　内藤　七民

愛知県
名古屋市中区正木４丁目８番７号
れんが橋ビル　５階

677 SSクリニック　手術室 愛知県
名古屋市中区千代田三丁目１４番１４号
パルティール鶴舞２階

柴田　真一 SSクリニック 052-332-7870 052-332-7871 SSクリニック　院長　柴田真一 愛知県
名古屋市中区千代田三丁目１４番地１４号
パルティール鶴舞２階

678 名古屋歯科口腔外科　特診室 愛知県 名古屋市中区大須3-14-43　第2アメ横ビル3Ｆ 岩田　哲也 院長 052-269-0588 052-269-0587 岩田　哲也 愛知県
名古屋市中区大須3-14-43
第2アメ横ビル3Ｆ

679 まきクリニック　診察室 愛知県 名古屋市中区大須3丁目30-60　大須301ビル4階 齋藤　載次 まきクリニック　院長 052-262-3266 052-262-3267 info@maki-clinic.jp まきクリニック　院長　齋藤載次 愛知県
名古屋市中区大須3丁目30-60
大須301ビル4階

680 吉岡歯科医院　手術室 愛知県 名古屋市中川区太平通2-38　3階 吉岡　喜久雄 吉岡歯科医院 052-353-6888 052-353-1002 kikuo605@me.com 吉岡歯科医院　院長　吉岡 喜久雄 愛知県 名古屋市中川区太平通2-38
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681 テルミナ歯科クリニック　手術室 愛知県
名古屋市中村区名駅1-1-4
JR名古屋駅コンコース ファッションワン内

鳥村　敏明 テルミナ歯科クリニック 052-586-0007 052-586-0005 torimura@termina-implant.com
医療法人エルザ会
理事長　鳥村　敏明

愛知県
名古屋市中村区名駅1-1-4
JR名古屋駅コンコース ファッションワン

682 湘南美容外科クリニック名古屋院　処置室1 愛知県 名古屋市中村区名駅3-22-4名駅前みどりビル7F 高川 裕也 湘南美容外科クリニック西日本事務局
050-5865-
5960

06-6450-8175 tomoya.tanaka@sbc.or.jp
医療法人　湘美会
理事長　相川佳之

東京都
新宿区西新宿六丁目5番1号
新宿アイランドタワー12階

683 あいち美容クリニック手術室 愛知県
名古屋市中村区名駅４丁目２６－２５　メイフィス名駅ビル
２Ｆ

近藤哲志 あいち美容クリニック　（院長　近藤哲志） info@aichi-b-c.com あいち美容クリニック 院長　近藤哲志 愛知県
名古屋市中村区名駅４丁目２６－２５
メイフィス名駅ビル２Ｆ

684 品川スキンクリニック　名古屋院 　（　準備室  ） 愛知県
名古屋市中村区名駅三丁目20番1号　サンシャイン名駅
ビル3階

685 八事石坂クリニック手術室 愛知県 名古屋市天白区八事石坂６０１カンピオーネ八事石坂１階 大口春雄 医療部 052-861-1929 052-861-1930 oguchi@yagoishi.com 八事石坂クリニック　　院長　大口春雄 愛知県
名古屋市天白区八事石坂６０１
カンピオーネ八事石坂１階

686 佐井泌尿器科・皮フ科クリニック処置室 愛知県 名古屋市天白区平針二丁目1906番地ＫＭビル2Ｆ 佐井雄一 事務局 052-847-5110
佐井泌尿器科･皮フ科クリニック　院長　佐井雄
一

愛知県
名古屋市天白区平針二丁目1906番地
ＫＭビル2Ｆ

687 増田歯科医院　診察室 愛知県 名古屋市東区東桜2-23-10 増田拓也 増田歯科医院　院長 052-931-4159 052-931-5951 masutaku_nao@yahoo.co.jp 増田歯科医院　院長　増田拓也 愛知県 名古屋市東区東桜2-23-10

688 医療法人爽誉会　奥井歯科医院処置室 愛知県 名古屋市北区西志賀町１－７５ 奥井　英幹 医療法人爽誉会　理事長　奥井英幹 052-910-0550 052-910-0551 hidemiki091@gmail.com
医療法人爽誉会　奥井歯科医院
理事長　奥井英幹

愛知県 名古屋市北区西志賀町１－７５

689 まりもクリニック　診察室 愛知県 名古屋市名東区高社2-113　ソフィア一社3階 牧野良彦 院長 052-772-9331 052-772-9335 makino@marimo-c.jp まりもクリニック　院長　牧野良彦 愛知県 名古屋市名東区高社2-113　ソフィア一社3F

690 まつうら歯科　診療室 愛知県 名古屋市緑区神の倉2丁目275番地 1階 松浦　周 まつうら歯科 052-879-2822 052-879-2833 matsuura@dental-t.com
まつうら歯科
院長　松浦　周

愛知県 名古屋市緑区神の倉2丁目275番地

691 つゆくさ歯科医院　技工コーナー 愛知県 名古屋市緑区有松町有松三丁山331-1　1階 小塚　義夫 つゆくさ歯科医院 052-693-8382 052-693-8392 yoshio_k0315@yahoo.co.jp
医療法人つゆくさ歯科医院
理事長　小塚　義夫

愛知県 名古屋市緑区有松町有松三丁山331-1

692 宇治山田歯科医院　診療室 三重県 伊勢市岩渕2-4-37 2階 片山　昇 宇治山田歯科医院 0596-21-5888 0596-21-5333 info@ujiyamada.com
医療法人宇治山田歯科医院　
理事長　片山昇

三重県 伊勢市岩渕2-4-37

693 平田歯科クリニック　診察室（１） 三重県 伊勢市二見町荘71-3 1階 平田　貴士 平田歯科クリニック 0596-44-0003 0596-44-0120 info@hirata-dental.jp
平田歯科クリニック
院長　平田貴士

三重県 伊勢市二見町荘71-3

694 城本クリニック四日市院　リカバリー室 三重県 四日市市鵜の森１－１－１９　澄懐堂ビル２Ｆ

695
三重大学医学部附属病院輸血部、三重大学医学部附属
病院バイオクリーン病棟細胞プロセシングセンター

三重県
津市江戸橋２丁目１７４　病棟・診療棟３階（輸血検査室、
特殊検査室）　病棟・診療棟６階（細胞処理室・検査室）

明田　浩司 医学・病院管理部　経営管理課　総括係 国立大学法人三重大学　学長　駒田　美弘 三重県 津市栗真町屋町１５７７

696 三重大学医学部附属病院幹細胞採取室 三重県
津市江戸橋２丁目１７４　病棟・診療棟６階　幹細胞採取
室

伊藤　正明 医学・病院管理部　経営管理課　総括係 国立大学法人三重大学　学長　駒田　美弘 三重県 津市栗真町屋町１５７７

697 田原整形外科　処置室 滋賀県 近江八幡市白鳥町４８－２ 田原　武雄 院長 0748-33-1780 0748-33-1780 tahara.seikei@ace.ocn.ne.jp 田原整形外科 院長　田原　武雄 滋賀県 近江八幡市白鳥町48-2

698 木村歯科医院　診療室 滋賀県 甲賀市甲南町野田451　1F 木村　清和 木村歯科医院 0748-86-6755 0748-86-6755 kiyo16.qb@rhythm.ocn.ne.jp
木村歯科医院
院長　木村　清和

滋賀県 甲賀市甲南町野田451

699 さくら歯科　診察室 滋賀県
甲賀市水口町本綾野566-1　
アルプラザ水口2F

浜田　英輝 さくら歯科 0748-65-4617
さくら歯科
院長　浜田　英輝

滋賀県
甲賀市水口町本綾野566-1　
アルプラザ水口2F

700 前川歯科医院　インプラント処置室 滋賀県 高島市今津町今津1979-7 前川 幹男 前川歯科医院 0740-22-5250 0740-22-9715 myttmiki@maia.eonet.ne.jp
医療法人前川歯科医院
理事長　前川 幹男

滋賀県 高島市今津町今津1979-7

701 医療法人金亀会　岡村歯科診療所　診察室 滋賀県 守山市梅田町４－３１ 岡村　貞一 医療法人金亀会　理事長 077-583-8008 077-583-6231 dr.konki@ceres.ocn.ne.jp 医療法人金亀会　理事長　岡村貞一 滋賀県 守山市梅田町４－３１

702 麗ビューティー皮フ科クリニック 準備室 滋賀県 草津市西大路町4-32 滋賀県 草津市西大路町4-32

703 医療法人大美会　大西皮フ科形成外科医院　診察室2 滋賀県
大津市粟津町4番7号
ＪＲ石山駅前近江鉄道ビル３階

大西　勝 医師 077-531-2101
医療法人大美会 大西皮フ科形成外科医院
理事長　大西　勝

滋賀県
大津市粟津町4番７号
ＪＲ石山駅前近江鉄道ビル３階

704 八木歯科　手術室 滋賀県 大津市神領１丁目１２－１５ 八木正樹 院長 077-545-8855 077-545-8865 info@yagishika.jp 八木歯科　院長　八木正樹 滋賀県 大津市神領１丁目１２－１５

705 安井歯科　診療室 滋賀県 長浜市高月町森本108　1階 安井　久人 安井歯科 0749-85-3133 0749-85-4978 yasui-dental-clinic@ares.eonet.ne.jp
医療法人安井歯科
理事長　安井　久人

滋賀県 長浜市高月町森本108番地

706 医療法人清悠会横井歯科医院　処置室 滋賀県 長浜市木之本町木之本１７１０番地の１ 横井宏隆 医療法人清悠会横井歯科医院　事務局 0749-82-3553 0749-82-5667 ikeyamanoriyuki@gmail.com
医療法人清悠会横井歯科医院 理事長　横井宏
隆

滋賀県 長浜市木之本町木之本1710番地の1

707 前川歯科医院　手術室 京都府 亀岡市北古世町2-12-1 前川眞司 医院長 前川歯科医院　院長　前川眞司 京都府 亀岡市北古世町2-12-1

708 原田歯科  診療室 京都府 久世郡久御山町佐山新開地196　1階 原田 光康
原田歯科

0774-45-2428 0774-45-2428 c-harada@nifty.com
医療法人原田歯科
理事長　原田 光康

京都府 久世郡久御山町佐山新開地196番地

709 とみた眼科・皮フ科クリニック　手術室 京都府
京丹後市大宮町周枳1975番地
MICビル２F

冨田　加奈子 皮膚科 0772-68-1220 0772-68-1210 kanacollabo@yahoo.co.jp 冨田　有栄 京都府
京丹後市大宮町周枳1975番地
MICビル２F

710 ひろしば耳鼻咽喉科　2F　手術室 京都府
京田辺市山手西2-2-3
日東西ビル2F

廣芝　新也 ひろしば耳鼻咽喉科 0774-64-0789 0774-64-0872 hiro@hiroshiba.com
医療法人　顕夢会　ひろしば耳鼻咽喉科
理事長　廣芝　新也

京都府
京田辺市山手西2-2-3
日東西ﾋﾞﾙ2F･3F

711 中村歯科医院 　診察室 京都府 京都市右京区梅津段町38番地　1階 中村 道彦 中村歯科医院 075-861-7557 075-861-3992 qqnk57qg9@peace.ocn.ne.jp
中村歯科医院
院長　中村 道彦

京都府 京都市右京区梅津段町38番地

712 湘南美容外科クリニック京都院　処置室1 京都府
京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町12-1日土地京
都四条通ビル5階

園田　憲太郎 湘南美容外科クリニック西日本事業部
050-5865-
5960

06-6450-8175 tomoya.tanaka@sbc.or.jp
医療法人　湘美会
理事長　相川佳之

東京都
新宿区西新宿六丁目5番1号
新宿アイランドタワー12階

713 鈴木皮フ科クリニック　処置室 京都府
京都市下京区寺町通り松原下ル植松町717番地　幸兵ビ
ル6階

鈴木　さやか 鈴木皮フ科クリニック　院長　鈴木さやか 京都府
京都市下京区寺町通り松原下ル植松町717番地
幸兵ビル6階

714 菅典道クリニック培養室 京都府
京都市左京区下鴨梁田町１８－１　大晋メゾネ下鴨本通１
F

菅典道 院長 075-706-6111 075-706-6111 info@kan-clinic.jp 菅典道クリニック　院長　菅典道 京都府
京都市左京区下鴨梁田町１８－１
大晋メゾネ下鴨本通１F

715 しげまりこ皮膚科クリニック　検査室 京都府 京都市左京区松ケ崎六ノ坪町4-5ランブラス松ケ崎1階 重　麻梨子 しげまりこ皮膚科クリニック　院長 075-744-0738 しげまりこ皮膚科クリニック　院長　重　麻梨子 京都府
京都市左京区松ケ崎六ノ坪町4-5
ランブラス松ケ崎1階

716
京都大学医学部附属病院　高度生殖医療センター　培養
室

京都府 京都市左京区聖護院河原町54 小西　郁生 京都大学医学部附属病院　産婦人科 075-751-3269 075-761-3967 a_horie@kuhp.kyoto-u.ac.jp 国立大学法人京都大学　学長　山極 壽一 京都府 京都市左京区吉田本町36番地1

717 吉川病院　処置室 京都府
京都市左京区聖護院山王町１医療法人社団貴順会吉川
病院１階

吉川順介 医療法人社団貴順会吉川病院　形成外科 075-761-0316 075-771-0528 smnp99024@nike.eonet.ne.jp 医療法人社団貴順会吉川病院理事長吉川順介 京都府 京都市左京区聖護院山王町１

718 古原歯科医院　手術室 京都府 京都市山科区音羽役出町1-28 古原　優樹
医療法人社団英友会
理事長　古原　英男

京都府 京都市山科区音羽役出町1-28

719 京都府立医科大学附属病院　再生医療室 京都府 京都市上京区広小路上がる梶井町465 西野　健一 京都府立医科大学附属病院　研究支援課 075-251-5208 - kikaku01@koto.kpu-m.ac.jp
京都府公立大学法人　
理事長　長尾　真

京都府
京都市上京区河原町広小路上る梶井町465番地

720 今出川前田歯科医院　手術室 京都府
京都市上京区今出川智恵光院西入ル西北小路町241-2
クレステージ今出川101

前田　潤一郎 今出川前田歯科医院 075-441-8668 075-441-4970 info@maeda-dental.com
医療法人社団潤和会
理事長　前田　潤一郎

京都府
京都市上京区今出川通智恵光院西入西北小路町
241番地2 クレステージ今出川通り101号

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 18/31



再生医療等安全性確保法第40条第１項の規定により届出された細胞培養加工施設の一覧 平成28年5月31日現在

都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

721 医療法人明貴会　山口歯科医院　手術室 京都府 京都市上京区寺町通荒神口上る荒神町110番地2　４階 山口貴史 医療法人明貴会山口歯科医院　事務管理部門 075-221-5426 075-211-2275 ask@dr-yamaguchi-mti.jp 医療法人明貴会　理事長　山口貴史 京都府 京都市上京区寺町通荒神口上る荒神町110番地2

722 城本クリニック　処置室 京都府 京都市中京区烏丸西入橋弁慶町233　ガーデンビル3階 柴田　健了 城本クリニック（大阪）院長 06-6363-8611 06-6363-8612 info@107929.com 城本クリニック　院長　柴田健了 京都府
京都市中京区烏丸西入橋弁慶町233　ガーデンビ
ル3階

723 烏丸姉小路クリニック　手術室 京都府
京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町599
CUBE OIKE 3F

林寛子 烏丸姉小路クリニック 院長　林寛子 京都府
京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町599 CUBE
OIKE 3F

724 医療法人明貴会三条山口歯科医院　手術室 京都府
京都市中京区河原町三条下ル大黒町71-21ＣＴ　ＢＥＡＣ
Ｈ山口ビル　２Ｆ

山口貴史 三条山口歯科医院　事務管理部門 075-255-4649 075-255-3220 noriko@dr-yamaguchi-mti.jp 医療法人　明貴会　理事長　山口貴史 京都府
京都市中京区河原町三条下ル大黒町71-21ＣＴ　Ｂ
ＥＡＣＨ山口ビル２・３Ｆ

725 あららぎ歯科クリニック　診療室 京都府
京都市中京区西ノ京東中合町56　
パレット御池1F

蘭　源太郎 あららぎ歯科クリニック 075-822-0315 075-821-0177
あららぎ歯科クリニック　
院長　蘭　源太郎

京都府
京都市中京区西ノ京東中合町56　
パレット御池1F

726 鈴木形成外科　手術室 京都府 京都市東山区大橋町８９－１ 鈴木晴恵 鈴木形成外科　事務 075-752-1533 075-752-1060 info@haruesuzuki.com 鈴木形成外科　院長　鈴木晴恵 京都府 京都市東山区大橋町８９－１

727 日下部形成外科・美容皮膚科 処置室 京都府 京都市北区紫野南舟岡町78-6 日下部素子 日下部形成外科・美容皮膚科（院長） 075-411-4456 075-411-4457 k-clinic@estate.ocn.ne.jp 日下部形成外科・美容皮膚科 日下部素子 京都府 京都市北区紫野南舟岡町78-6

728 医療法人信成会　戸渡歯科診療所　処置室１番チェア 京都府
長岡京市長岡一丁目１番１１号
         　コンフォートセブン３階

中　智哉 医療法人信成会　事務室 075-957-0140 075-954-0767 std@maia.eonet.ne.jp
医療法人信成会
     理事長　戸渡　孝一郎

京都府
長岡京市長岡一丁目１番１１号
コンフォートセブン３階

729 あゆみ歯科クリニック  診療室 京都府 八幡市欽明台西31-8  1階 福原 隆久 あゆみ歯科クリニック 075-981-6874 075-981-6874 info@ayumi-dent.com
医療法人あゆみ歯科クリニック
理事長  福原 隆久

京都府 八幡市欽明台西31番地8

730 大西歯科医院　診療室 京都府 木津川山城町平尾不知田71 1階 大西　太 大西歯科医院 0774-99-0050 0774-86-4387 fonishi@mac.com
大西歯科医院　
院長　大西　太

京都府 木津川山城町平尾不知田71

731 医療法人朝田歯科　インプラント治療室 大阪府 茨木市玉櫛2-29-20 サンハイム玉櫛１階 朝田浩司 072-632-8841
医療法人朝田歯科
理事長 朝田浩司

大阪府 茨木市玉櫛2-29-20 サンハイム玉櫛１階

732 吉岡歯科クリニック　診療室 大阪府 茨木市舟木町14‐16　2階 吉岡 宣史朗 吉岡歯科クリニック 072-634-0770 072-634-0792 tommy217@me.com
医療法人喜心会吉岡歯科クリニック
理事長　吉岡 宣史朗

大阪府
茨木市舟木町14番16号
吉岡ビル2F

733 ハズしまぶくろクリニック　検査室 大阪府 茨木市上郡２丁目１３番１４号　GODA C&Eビル3階 島袋　隆 医事課　事務長 072-640-0170 072-640-0180 j-yotsumoto@hasgp.com
ハズしまぶくろクリニック
院長　島袋　隆

京都府
京都市中京区御池通高倉東入御所八幡町221
グランブル－御池高倉502号

734 中村歯科　細胞加工室 大阪府 茨木市大同町2-1　1階 中村　喜代香 中村歯科 072-632-1514 072-632-3209 nakamura-d-c@ever.ocn.ne.jp
医療法人中村歯科　
理事長　中村　喜代香

大阪府 茨木市大同町2番1号ランドマークⅢ1F

735 山岡歯科医院　診療室 大阪府
羽曳野市はびきの1-4-6　
コーポはびきやま1F

山岡　洋 山岡歯科医院 072-958-6996 072-958-6996 hy0226@mbox2.inet-osaka.or.jp
医療法人山岡歯科医院
理事長　山岡　洋

大阪府 羽曳野市はびきの一丁目4番6号

736 加藤歯科医院　消毒コーナー 大阪府 羽曳野市白鳥２丁目１６－３４　1F 加藤　直之
医療法人えみは会
理事長　加藤　直之

大阪府 羽曳野市白鳥２丁目１６－３４

737 おとのクリニック　細胞培養加工室 大阪府 羽曳野市野370番地 音野　慶仁 事務局 072-931-2001 072-931-2003 otonoclinic@gmail.com おとのクリニック　院長　音野　慶仁 大阪府 羽曳野市野370番地

738 森本歯科医院　処置室 大阪府 河内長野市昭栄町8番5号 森本　誠一 理事長 0721-56-0028 0721-52-4990 waku2184@yahoo.co.jp
医療法人尽誠会森本歯科医院　理事長　森本
誠一

大阪府 河内長野市昭栄町8番5号

739 ヒグチ歯科医院　診療室 大阪府 岸和田市東大路町287番地 樋口　真弘 ヒグチ歯科医院 072-445-3315 072-445-8806 info@higuchi-dc.or.jp 医療法人ヒグチ歯科医院　理事長　樋口 真弘 大阪府 岸和田市東大路町287番地

740 クレモト歯科診療所　手術室 大阪府 交野市星田西3-12-6 呉本　時男 院長 072-893-0018 072-893-6330 tokio1953@hotmail.com 呉本　時男 大阪府 交野市星田西3-12-6

741 医療法人秀元会 辻野歯科医院 1階　診察室 大阪府 高石市東羽衣五丁目14番16号 辻野元博 医療法人秀元会 辻野歯科医院 1階　診察室 072-265-8211
医療法人秀元会
理事長　辻野元博

大阪府 高石市東羽衣五丁目14番16号

742 福田歯科クリニック　診察室 大阪府 高槻市京口町10-1　1F 福田　拓也 福田歯科クリニック 072-662-8241 072-662-8251
福田歯科クリニック
院長　福田　拓也

大阪府 高槻市京口町10-1

743 大阪医科大学附属病院中央手術棟手術室 大阪府
高槻市大学町２－７　大阪医科大学附属病院　中央手術
棟2階、3階

内山　和久 病院事務部　医事課 072-683-1221 072-684-6254 hof202@osaka-med.ac.jp
学校法人　大阪医科薬科大学
理事長　植木　實

大阪府 高槻市大学町２－７

744 大阪医科大学附属病院手術室 大阪府
高槻市大学町２－７　大阪医科大学附属病院　中央診療
棟2階

黒岩　敏彦 病院事務部　医事課 072-683-1221 072-684-6254 hof202@poh.osaka-med.ac.jp 学校法人　大阪医科大学　理事長　植木　實 大阪府 高槻市大学町２－７

745 阪南市民病院　手術室 大阪府
阪南市下出17番地 4階

藤本　尚 阪南市民病院　医事課 072-471-3321 072-471-6543 ijika@hh.seichokai.or.jp
社会医療法人生長会
理事長　田中　肇

大阪府 和泉市肥子町一丁目10-17

746 医療法人岸川歯科　処置室 大阪府 堺市堺区一条通17番18号　2階 岸川裕 齋藤　典子 072-221-0506 医療法人岸川歯科　理事長　岸川裕 大阪府 堺市堺区一条通17番18号

747 吉田歯科医院　消毒コーナー 大阪府 堺市堺区向陵東町3-5-19　2F 吉田　忠司 吉田歯科医院 072-256-6636 072-256-6616 ydc@sakai.zaq.ne.jp
吉田歯科医院
院長　吉田　忠司

大阪府 堺市堺区向陵東町3-5-19

748 松下歯科医院　診療エリア 大阪府 堺市東区日置荘西町7丁12-13　1F 松下　孝直 松下歯科医院 072-285-4182
医療法人慶歯会松下歯科医院
理事長　松下　孝直

大阪府 堺市東区日置荘西町七丁12番13号

749 和田歯科医院　診療室 大阪府 堺市南区若松台3-34-18　1階 和田 隆 和田歯科医院 072-295-8886
和田歯科医院
院長　和田 隆

大阪府 堺市南区若松台3-34-18

750  田中歯科医院   特診室（オペ室） 大阪府 堺市南区茶山台3-33-16　1階 田中 茂夫 田中歯科医院 072-297-4618 072-297-4618 tanaka-dc.or@zeus.eonet.ne.jp
医療法人 田中歯科医院
理事長  田中 茂夫

大阪府 堺市南区茶山台三丁33番16号

751 飯田歯科　診療室 大阪府 堺市南区桃山台4-2-3 1階 飯田　高久 飯田歯科 072-296-0030
飯田歯科
院長　飯田　高久

大阪府 堺市南区桃山台4-2-3

752 谷歯科医院　診療室 大阪府 堺市北区奥本町1-15　１階 谷　佳憲 谷歯科医院 072-253-4180 072-253-4186 info@tanibu.com
医療法人谷歯科医院
理事長　谷　佳憲

大阪府 堺市北区奥本町1-15

753 山本歯科医院　診察室 大阪府 堺市北区中長尾町2-2-26 1階 山本　憲二 山本歯科医院 072-252-0980 072-252-5418 info@11846182.com
山本歯科医院
院長　山本 憲二

大阪府 堺市北区中長尾町2-2-26

754 大阪労災病院　手術室 大阪府 堺市北区長曽根町1179番地の3 田内　潤 大阪労災病院　歯科口腔外科 072-252-3561 072-255-3349
独立行政法人　労働者健康福祉機構　　
理事長　　武谷　雄二

神奈川県 川崎市幸区堀川町５８０番地

755 なかもず田中歯科　診療室 大阪府 堺市北区長曽根町3084-10 田中　淸惠 なかもず田中歯科 072-251-4182
医療法人二和会
理事長　田中　淸惠

大阪府 堺市美原区阿弥19番10

756 医療法人かわい歯科クリニック　再生医療管理室 大阪府 守口市京阪本通２－３－１　ＭＴＯＳビル１階 河合啓次 再生医療管理室 06-6998-4617
医療法人かわい歯科クリニック　
理事長　河合啓次

大阪府 守口市京阪本通二丁目３番１号ＭＴＯＳビル１階

757 医療法人再生未来大阪クリニック　細胞培養センター 大阪府 守口市大久保町3-34-8　ネイチャー21ビル3F 医療法人再生未来　理事長　乾　利夫 大阪府 守口市金田町6-14-17

758 泉田歯科医院　処置室 大阪府 守口市本町1-5-8京阪守口駅ビル3階 泉田尚宏 泉田歯科医院 06-6993-7290 06-6993-7291 naokun2007ok@yahoo.co.jp 泉田歯科医院　院長　泉田尚宏 大阪府 守口市本町1-5-8京阪守口駅ビル3階

759 宇野歯科医院　診療室 大阪府 松原市新堂３丁目４－10　2階 宇野  一雄 072-333-5584 072-333-5584 nobko1204@gmail.com
医療法人宇野歯科医院
理事長  宇野  一雄

大阪府 松原市新堂三丁目4番10号

760 清誠歯科松原　診療室 大阪府 松原市田井城1丁目1-1 カナートモール松原1F 岩本　文哉 清誠歯科松原 072-349-1122 072-349-1122 info@kiyosei.com
医療法人清誠　
理事長　林 清誠

大阪府 大阪市東住吉区中野4-13-13

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 19/31
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都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

761 サクラアズクリニック京橋 診察室 大阪府 城東区野江1-1-1　角屋京橋ビル1F 井上礼奈 事務局
医療法人社団ウィステリア会
理事長　大西 克典

大阪府 大阪市西区新町1-8-1　行成ビル6F

762 医療法人協仁会小松病院　歯科口腔外科診療室 大阪府 寝屋川市川勝町11-6　小松病院地下1階 藤喜久雄 医療法人協仁会小松病院　管理部 072-823-1521 072-823-1588 bessho@komatsu.or.jp 医療法人協仁会　理事長　堀内弘雄 大阪府 寝屋川市川勝町11-6

763 瀬田クリニック大阪　細胞培養加工施設 大阪府 吹田市江坂町5-14-13 ハシモトエージェンシービルⅡ 臨床研究・治験センター 03-5244-5751 03-3219-0750 oguma@j-immunother.com
医療法人社団　滉志会
　理事長　後藤重則

東京都
千代田区神田駿河台2-1-45
ニュー駿河台ビル3階

764 大阪大学歯学部附属病院細胞培養加工施設 大阪府 吹田市山田丘１番８号　Ａ棟３階 村上　伸也
国立大学法人　大阪大学
学長　　西尾　章治郎

大阪府 吹田市山田丘１番１号

765 大阪大学医学部附属病院細胞培養調製施設 大阪府
吹田市山田丘2-15
大阪大学医学部附属病院　外来棟4階

竹原　徹郎
大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　未来医療セン
ター　製剤・CPC部

06-6210-8289 06-6210-8301 mtr-cpc@dmi.med.osaka-u.ac.jp
国立大学法人　大阪大学
総長　西尾　章治郎

大阪府 吹田市山田丘1-1

766 国立循環器病研究センター　セルプロセッシングセンター 大阪府 吹田市藤白台５－７－１　ＲＩ検査棟３階 森崎　隆幸 再生医療部　山原　研一 06-6833-5012 06-6835-5496 yamahara@ncvc.go.jp
独立行政法人　国立循環器病研究センター
　総長　橋本　信夫

大阪府 吹田市藤白台５－７－１

767 吉竹歯科医院　診療室 大阪府 吹田市豊津町9-1 パシフィックマークス江坂3F 吉竹　賢祐 吉竹歯科医院 06-6386-3888 06-6386-3889 kensule@terra.dti.ne.jp
医療法人吉竹歯科医院
理事長　吉竹　賢祐

大阪府
吹田市豊津町9-1 
パシフィックマークス江坂3F

768 寺本歯科　治療室 大阪府
泉北郡忠岡町忠岡東1-18-17-1　1階

寺本 正徳 寺本歯科 0725-21-6480 0725-21-6409 teramotoshika@hotmail.co.jp
医療法人寺本歯科
理事長　寺本 正徳

大阪府 泉北郡忠岡町忠岡東一丁目18番17-1号

769 米本歯科　診療室 大阪府 泉北郡忠岡町忠岡南1-3-22 フラワーパレス1F 米本　知壽 米本歯科 0725-31-4181 0725-31-4181 mamapyapya@yahoo.co.jp
医療法人　米壽会
理事長　米本　壽史

大阪府 堺市堺区香ヶ丘町一丁３番５号

770 湘南美容外科クリニック大阪あべの院　処置室3 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-21 岸本ビル8Ｆ 植田 一樹 湘南美容外科クリニック西日本事業部
050-5865-
5960

06-6450-8175 tomoya.tanaka@sbc.or.jp
医療法人　湘美会
理事長　相川佳之

東京都
新宿区西新宿六丁目5番1号
新宿アイランドタワー12階

771 大阪市立大学医学部附属病院　８階西病棟 大阪府 大阪市阿倍野区旭町１－５－７ 新宅　治夫 大阪市立大学医学部附属病院　庶務課庶務担当 06-6645-2711 06-6632-7114 ishomu@med.osaka-cu.ac.jp
公立大学法人　大阪市立大学
理事長　西澤　良記

大阪府 大阪市住吉区杉本３丁目３番１３８号

772 医療法人　青空会　足立歯科クリニック　 1F診療室1 大阪府
大阪市阿倍野区昭和町2丁目18番1  有馬パレス阿倍野
101

足立　哲也 理事長 06-6621-8241 06-6627-8841 cmckw191@wit.ocn.ne.jp 医療法人青空会　理事長　足立　哲也 大阪府 大阪市阿倍野区昭和町二丁目18番1-101号

773 永山歯科医院　手術室 大阪府 大阪市阿倍野区播磨町1丁目24番1号 グレイスパイン1F 永山　哲史 永山歯科医院 06-6696-1118 06-6696-2118 nagayama.satoshi@sky.plala.or.jp
永山歯科医院
院長　永山　哲史

大阪府
大阪市阿倍野区播磨町1丁目24番1号
グレイスパイン1F

774 長谷川歯科医院　手術室 大阪府
大阪市此花区伝法2-4-4 1階

長谷川　昌徳 長谷川歯科医院 06-6461-8211 06-6461-8311 haseshika@ninus.ocn.ne.jp
医療法人徳旺会長谷川歯科医院
理事長　長谷川　昌徳

大阪府 大阪市此花区伝法2-4-4

775 健クリニック内診察室2 大阪府
大阪市西区江戸堀1-11-4
損保ジャパン日本興亜肥後橋ビル1階

三木基子 健クリニック 06-6447-7500 06-6447-7722 motoko@ken-clinic.jp 健クリニック　　院長　三木基子 大阪府
大阪市西区江戸堀1-11-4
損保ジャパン日本興亜肥後橋ビル1階

776
フリージア歯科クリニック　オリックス本町ビル院　細胞培
養加工施設

大阪府 大阪市西区西本町1-4-1　オリックス本町ビル2F 浦　栄吾 院長 06-6567-8241 06-6567-8240 info@freesia-dc.com 浦　栄吾 大阪府
大阪市西区西本町1-4-1
オリックス本町ビル2F

777 木下皮フ科クリニック　治療室処置室 大阪府 大阪市西区北堀江１丁目１－２３養田ビル２階２ＡＢ 木下香里
大阪市西区北堀江１丁目１－２３養田ビル２階２ＡＢ木下皮フ
科クリニック

06-6536-0230 06-6536-0230 iamlookingfor0@gmail.com
木下皮フ科クリニック
院長木下香里

大阪府
大阪市西区北堀江１丁目１－２３養田ビル２階２Ａ
Ｂ

778 RDクリニック大阪・細胞調整加工室 大阪府
大阪市中央区西心斎橋1-1-10
シエロアズールビル11F RDクリニック大阪

779 淀屋橋ブライト歯科　診療室 大阪府
大阪市中央区今橋4-4-7 
京阪神不動産淀屋橋ビル1F

石川　愼太郎 淀屋橋ブライト歯科 06-6231-0418 06-6231-0419 bright-dental@krb.biglobe.ne.jp
淀屋橋ブライト歯科
院長　石川　愼太郎

大阪府
大阪市中央区今橋4-4-7 
京阪神不動産淀屋橋ビル1F

780 心斎橋診療所　手術室 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋1-10-11 敬和ビル9F 西村　眞 06-6253-2900 06-6253-2971 shinsaibashi@licca-implant-center.com
医療法人西村歯科
理事長　西村　眞

大阪府 大阪狭山市半田1丁目456番地の2

781 サクラアズクリニック心斎橋 手術室 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋1-4-14　燕京ビル3,4F 米田桂子 事務局
医療法人社団ウィステリア会
理事長　大西 克典

大阪府 大阪市西区新町1-8-1　行成ビル6F

782 医療法人　ツツイ美容外科　手術室 大阪府
大阪市中央区心斎橋筋1-4-29
フェリチタ心斎橋５階

筒井　康文 医療法人　ツツイ美容外科　事務局 06-6281-5444 06-6281-5435 info@tsutsui-biyo.com
医療法人　ツツイ美容外科
　理事長　筒井　康文

大阪府
大阪市中央区心斎橋筋1-4-29
フェリチタ心斎橋５階

783 湘南美容外科クリニック大阪心斎橋院　処置室1 大阪府
大阪市中央区心斎橋筋2-7-18プライムスクエア心斎橋
10F

横谷　仁彦 湘南美容外科クリニック西日本事業部
050-5865-
5960

06-6450-8175 tomoya.tanaka@sbc.or.jp
医療法人　湘美会
理事長　相川佳之

東京都
新宿区西新宿六丁目5番1号
新宿アイランドタワー12階

784 共立美容外科　大阪院　処置室2 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1丁目1-13　東邦ビル6階 和出　泰典 共立美容外科・歯科広報（東京） 03-5354-0707 03-5354-0721 minamizaki@kyoritsu-biyo.com 共立美容外科　大阪院院長　和出泰典 大阪府
大阪市中央区西心斎橋1丁目1-13
東邦ビル6階

785 MAクリニック心斎橋手術室 大阪府 大阪市中央区西心斎橋１丁目13-15三栄心斎橋ビル6F 谷川知子 院長 06-6244-3500 06-6244-3520 MAクリニック心斎橋　院長　谷川　知子 大阪府
大阪市中央区西心斎橋１丁目13-15
三栄心斎橋ビル6F

786 医療法人恵聖会　恵聖会クリニック心斎橋院　調製室											 大阪府 大阪市中央区東心斎橋1丁目7番30号　21心斎橋ビル8階

787 コスモメディカルクリニック処置室 大阪府 大阪市中央区南久宝寺2-1-9船場メディカルビル8階 河平一宏 コスモメディカルクリニック事務局 06-6271-8801 06-6271-8817 cmc@cosmo-clinic.com 医療法人白永会　理事長　河平一宏 大阪府
大阪市中央区南久宝寺2-1-9
船場メディカルビル8階

788 タニオ歯科クリニック　消毒コーナー 大阪府 大阪市中央区南船場2-4-1 美貴ビル2F 谷尾　和正 タニオ歯科クリニック 06-6265-1184 06-6265-1185 taniodc0602@yahoo.co.jp
医療法人タニオ歯科クリニック
理事長　谷尾　和正

大阪府 大阪市中央区南船場2-4-1 美貴ビル2F

789 ヤナガワクリニック　処置室 大阪府 大阪市中央区南船場３丁目5-28　富士ビル南船場6F 梁川厚子 06-6809-3368 ヤナガワクリニック　院長　梁川厚子 大阪府
大阪市中央区南船場３丁目5-28
富士ビル南船場6F

790 添田歯科診療所　診療室 大阪府 大阪市中央区難波3-5-17　北極星ビル2F 添田　義博 添田歯科診療所 06-6643-8148 06-6644-3132 soeda0666438148@soeda.biz
医療法人添田歯科診療所
理事長　添田　義博

大阪府 大阪市中央区難波三丁目5番17号

791 医療法人　創美会　きぬがさクリニック 手術室1 大阪府 大阪市中央区難波4-7-6R2ビル5F 衣笠　哲雄 経営企画室 06-6631-8111 06-6631-3022 kinugasa@kinugasaclinic-japan.com
医療法人創美会　きぬがさクリニック　衣笠　哲
雄

大阪府 大阪市中央区難波4-7-6R2ビル1・2・3・4・5F

792 オカダクリニック　処置室 大阪府 大阪市中央区本町２－３－４　アソルティ本町１Ｆ－Ａ 岡田光弘 オカダクリニック　岡田光弘 06-6263-7227 06-6263-7228 okada_1014@coral.plala.or.jp オカダクリニック　院長　岡田光弘 大阪府
大阪市中央区本町２－３－４
アソルティ本町１Ｆ－Ａ

793 カツベ歯科クリニック本町分院　オペ室 大阪府 大阪市中央区本町4丁目4-27 細井ビル3F 勝部　義明 カツベ歯科クリニック 06-6243-1971 06-6243-1972 katsube@apricot.ocn.ne.jp
医療法人幸恵会
理事長　勝部　義明

大阪府
大阪市中央区本町4丁目4-27 
細井ビル2F

794 医療法人愛誠会つかはらクリニック処置室 大阪府 大阪市天王寺区悲田院町９－２０阿倍野橋ビル3階 塚原孝浩 つかはらクリニック 06-6772-2002 06-6772-2724
医療法人愛誠会つかはらクリニック理事長塚原
孝浩

大阪府
大阪市天王寺区悲田院町９－２０
阿倍野橋ビル3階

795 ふくとみクリニック細胞培養加工施設 大阪府
大阪市都島区東野田町２－９－２３
晃進ビル4階ふくとみクリニック内

福富康夫 ふくとみクリニック
医療法人大雅会
理事長　福富康夫

大阪府
大阪市都島区東野田町２－９－２３
晃進ビル4階

796 医療法人　杏皇会　こまちクリニック　手術室 大阪府 大阪市都島区東野田町２－９－７　Ｋ２ビル２階 土井　秀明 理事長・院長 06-6881-2595
医療法人　杏皇会　こまちクリニック
理事長　土井秀明

大阪府 大阪市都島区東野田町２－９－７　Ｋ２ビル２階

797 医療法人恵聖会恵聖会クリニック　調製室 大阪府
大阪市都島区東野田町2丁目3番19号　MFK京橋駅前ビ
ル5階

798 森本歯科医院手術室 大阪府 大阪市東住吉区今川1-7-17 エミネンス今川1F 森本　恭司 森本歯科医院 06-6714-8211 06-6714-8211 funny-kyouji@aqua.ocn.ne.jp 森本歯科医院　森本恭司 大阪府 大阪市東住吉区今川1-7-17 エミネンス今川1F

799 清誠歯科本院　診療室 大阪府 大阪市東住吉区中野4-13-13 1階 林　清誠 清誠歯科本院 06-6790-1919 06-6790-1919 info@kiyosei.com
医療法人清誠　
理事長　林 清誠

大阪府 大阪市東住吉区中野4-13-13

800 吉田歯科医院　処置室 大阪府 大阪市東成区大今里西1-26-5　ロハスプラザ今里201 吉田　健二 吉田歯科医院 06-6971-4618 06-6971-4168 吉田歯科医院　医院長　吉田健二 大阪府
大阪市東成区大今里西1-26-5
ロハスプラザ今里201

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 20/31
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都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

801 医誠会病院　臨床検査室 大阪府 大阪市東淀川区菅原六丁目2番25号　医誠会病院1階 丸川　征四郎 医誠会病院　診療センター運営管理部 06-6326-1121 06-6326-1545 kusumoto_hiromi@iseikaihp.or.jp 医療法人医誠会　理事長　谷　幸治 大阪府 大阪市東淀川区菅原六丁目2番25号

802 きかわ歯科クリニック　手術室 大阪府
大阪市東淀川区大桐2-7-16 
上新庄グランドハイツ北 1階

木川　敬一 きかわ歯科クリニック 06-6370-8667 06-6370-7151 info-3@kikawa.com
医療法人ＰＢＨ会　
理事長　木川　敬一

大阪府 大阪市東淀川区大桐2-7-16

803 みきなクリニック　手術室 大阪府 大阪市東淀川区東中島1-7-17リセラビル2F 東海玲美 みきなクリニック 06-6325-2222 06-6325-2200 info@mikina.jp みきなクリニック　院長　東海玲美 大阪府 大阪市東淀川区東中島1-7-17リセラビル2F

804 新大阪がん血液内科クリニック　培養室 大阪府 大阪市東淀川区東中島2-9-15　日大和生ビル8階 山岸　久一 新大阪がん血液内科クリニック　事務管理部 06-6323-6355 06-6323-6340 jimuchou@meneki-clinic.jp 医療法人医誠会　理事長　谷　幸治 大阪府 大阪市東淀川区菅原六丁目2番25号

805 みらい歯科クリニック　診療室 大阪府 大阪市福島区吉野5-9-51 ルアーブル吉野1F 李　裕史 みらい歯科クリニック 06-4804-3012 06-4804-3022 hello_future_lee@yahoo.co.jp
みらい歯科クリニック
院長　李　裕史

大阪府 大阪市福島区吉野5-9-51 ルアーブル吉野1F

806 ゆたか歯科クリニック　診療室 大阪府 大阪市福島区福島8-17-20　1F 西村　豊 ゆたか歯科クリニック 06-6452-4618 06-6452-4619
ゆたか歯科クリニック
院長　西村　豊

大阪府 大阪市福島区福島8-17-20

807 医療法人城彩会　本城歯科　処置室 大阪府 大阪市平野区瓜破西２－７－４９ニューロータスライフ２Ｆ 本城　泰治 医療法人城彩会　本城歯科　受付 06-6703-6483 06-6703-6483 josaikai7777@yahoo.co.jp 医療法人城彩会　理事長　本城泰治 大阪府
大阪市平野区瓜破西二丁目７番４９号
ニューロータスライフ２階

808 北野歯科医院 滅菌作業室 大阪府 大阪市平野区長吉六反3-5-4大喜ビル1F 北野隆司 北野歯科医院　事務管理部門 06-6799-5500 06-6799-5100 北野歯科医院 北野隆司 大阪府 大阪市平野区長吉六反3-5-4大喜ビル1F

809 西歯科医院 1階　VIP診察室B 大阪府
大阪市平野区平野元町１０-１５
シェモア平野駅前 1階　西歯科医院 1階　VIP診察室B

西一幸 西歯科医院 1階　VIP診察室B 06-6793-7500 06-6793-7400 info@nishi-dental.com
西歯科医院
院長　西一幸

大阪府
大阪市平野区平野元町１０-１５
シェモア平野駅前 1階	

810 松本歯科クリニック　手術室 大阪府 大阪市北区芝田1-1-26 松本ビル4Ｆ 松本　匡史 医療法人松本歯科クリニック　松本歯科クリニック 06-6486-1110
医療法人松本歯科クリニック
理事長　松本　匡史

大阪府 大阪市北区芝田1-1-26 松本ビル4Ｆ

811
医療法人社団美幸会銀座みゆき通り美容外科大阪院
手術室

大阪府 大阪市北区芝田1丁目10-8　山中ビル8階			 東京都
中央区銀座六丁目8番3号
銀座尾張町TOWER7階

812 大阪梅田中央クリニック  処置室 大阪府 大阪市北区芝田１丁目5-12　備後屋ビル5Ｆ 梶　昇吾 看護部 06-6292-1225 06-6292-1215 oosaka@chuoh-clinic.co.jp
大阪梅田中央クリニック
院長　梶　昇吾

大阪府
大阪市北区芝田１丁目5-12
備後屋ビル5階

813 城本クリニック　手術室 大阪府 大阪市北区小松原町3丁目3番　OSビル9階 城本　英明 城本クリニック院長 06-6363-8611 06-6363-8612 info@107929.com 城本クリニック　院長　城本英明 大阪府 大阪市北区小松原町3丁目3番　OSビル9階

814 湘南美容外科クリニック大阪駅前院　処置室2 大阪府 大阪市北区曽根崎2-12-4 コフレ梅田11階 杉崎 裕斗 湘南美容外科クリニック　西日本事業部
050-5865-
5960

06-6450-8175 tomoya.tanaka@sbc.or.jp
医療法人　湘美会
理事長　相川佳之

東京都
新宿区西新宿六丁目5番1号
新宿アイランドタワー12階

815 こばやし歯科クリニック　診療室 大阪府 大阪市北区大淀中2-2-7 キリンパークサイド 1F 小林　実 こばやし歯科クリニック 06-6452-4817 06-6452-4816 minorub@ksh.biglobe.ne.jp
こばやし歯科クリニック
院長　小林　実

大阪府
大阪市北区大淀中2-2-7
キリンパークサイド 1F

816 茶屋町皮フ科クリニック　処置室 大阪府 大阪市北区鶴野町２番３号アラカワビル１F 茶屋町皮膚科クリニック処置室 06-6371-5500 06-6371-8217 info@umeda-clinic.jp 茶屋町皮膚科クリニック　院長仁木須美子 大阪府 大阪市北区鶴野町２－３アラカワビル１Ｆ

817 コスモスクリニック　診察室 大阪府 大阪市北区天神橋六丁目５番７号　天六ビル２階 飯沼義博 医療法人コスモス会総務部 06-6351-4103 06-6351-1503 mido@cmc.gr.jp
医療法人コスモス会
理事長　藤本可芳子

大阪府 大阪市北区天神橋六丁目５番７号

818 大阪がん免疫化学療法クリニック 細胞培養加工施設 大阪府 大阪市北区天満橋１丁目１番４４号　協林会ビル４Ｆ 医療法人協林会　理事長　武田力 大阪府 大阪市北区天満橋１丁目１番４４号

819 ＮＤクリニック ②処置治療室 大阪府 大阪市北区兎我野町15-13　ミユキビル５階 木畑　智哲
ＮＤクリニック　
院長　木畑　智哲

大阪府
大阪市北区兎我野町15-13
ミユキビル５階

820 医療法人浦野歯科診療所　処置室 大阪府 大阪市北区堂島一丁目6番20号 浦野智 理事長　浦野智 06-6455-0766 医療法人浦野歯科診療所　理事長　浦野智 大阪府 大阪市北区堂島一丁目6番20号

821 大阪ガーデンクリニック　手術室 大阪府 大阪市北区梅田1-11-4-600 大阪駅前第四ビル6階 藤原康嗣 ガーデンクリニック事務局(東京) 03-5985-6921 03-5960-0064 soumu@biyou-info.com 大阪ガーデンクリニック　院長　藤原康嗣 大阪府
大阪市北区梅田1-11-4-600
大阪駅前第四ビル6階

822 湘南美容外科クリニック大阪梅田院　処置室 大阪府 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル 5F 加藤 周 湘南美容外科クリニック西日本事務局
050-5865-
5960

06-6450-8175 tomoya.tanaka@sbc.or.jp
医療法人　湘美会
理事長　相川佳之

東京都
新宿区西新宿六丁目5番1号
新宿アイランドタワー12階

823 AGAルネッサンスクリニック大阪院　処置室 大阪府 大阪市北区梅田1-9-20大阪マルビル5F 斎藤　浩一 湘南美容外科クリニック西日本事務局
050-5865-
5960

06-6450-8175 tomoya.tanaka@sbc.or.jp
医療法人　湘美会
理事長　相川佳之

東京都
新宿区西新宿六丁目5番1号
新宿アイランドタワー12階

824 医療法人　育心会　グランジョイクリニック 診察室 大阪府
大阪市北区梅田１丁目１番３－１８００号
大阪駅前第３ビル１８階１０号室

道上　育子 グランジョイクリニック内　診察室 06-6457-1880 06-6457-1007 front@grandjoy.sakura.ne.jp
医療法人　育心会　グランジョイクリニック
理事長　道上　育子

大阪府
大阪市北区梅田１丁目１番３ー１８００号
大阪駅前第３ビル１８階１０号室

825 藤井クリニック　調製室 大阪府
大阪市北区梅田2丁目1番22号　野村不動産西梅田ビル
８階

藤井　靖成 藤井クリニック院長 06-6347-9200 藤井クリニック　院長　藤井靖成 大阪府
大阪市北区梅田2丁目1番22号
野村不動産西梅田ビル８階

826 医療法人正祥会カリスクリニック　手術室 大阪府 大阪市北区梅田2丁目4－37 西梅田上島ビル4階 出口正巳 医療法人正祥会カリスクリニック事務局 06-4797-4000 06-4797-4050 doctor@charis-clinic.com 医療法人正祥会　理事長　出口正巳 大阪府
大阪市北区梅田2丁目4－37
西梅田上島ビル4階

827 ヴィヴェンシアクリニック手術室 大阪府
大阪市北区梅田２丁目４－７ 桜橋ニコービル２階
ヴィヴェンシアクリニック内

野町　健 ヴィヴェンシアクリニック 06-6344-8118 06-6344-8112 dr.nomachi@gmail.com ヴィヴェンシアクリニック　院長　野町　健 大阪府
大阪市北区梅田２丁目４－７
桜橋ニコービル２階

828
医療法人社団　美翔会　聖心美容クリニック　大阪院手術
室

大阪府 大阪市北区梅田3-3-45　マルイト西梅田ビル2階 寺町英明 運営支援部 03-5770-5292 03-5770-5606 sanae@mediclude.jp
医療法人社団　美翔会
理事長　鎌倉達郎

東京都 港区六本木6-6-9　ピラミデビル2階

829 大下歯科　診療室 大阪府 大阪市淀川区東三国4-19-17-101 大下　康子 大下歯科 06-6397-5545 06-6397-5545 yakockesl@hotmail.co.jp
医療法人大下歯科　
理事長　大下　康子

大阪府 大阪市淀川区東三国4-19-17-101

830 もりわきデンタルクリニック　準備室 大阪府 大阪市淀川区木川西4-2-2　オークヒルズ1階 森脇　伸充 もりわきデンタルクリニック 06-6390-4618 06-6390-4619 info@moriwaki-dc.jp
医療法人ナチュラルティース　
理事長　森脇　伸充

大阪府
大阪市淀川区木川西4-2-2　
オークヒルズ1階

831 のざき歯科　診療室 大阪府 東大阪市吉田本町3-5-4 1階 野﨑　潤 のざき歯科 072-960-2611 072-960-2621 jnozaki@ndc.gr.jp
のざき歯科
院長　野﨑　潤

大阪府 東大阪市吉田本町3-5-4

832 安部歯科医院　手術室 大阪府
東大阪市新庄2-8-13　2階

安部　逸世 安部歯科医院 06-6744-4114
医療法人I's MEDICAL
理事長　安部　逸世

大阪府 東大阪市新庄2-8-13

833 あおぞら歯科　診療室 大阪府 東大阪市池島町3丁目1-44　1F
あおぞら歯科
院長　篠澤　明日香

大阪府 東大阪市池島町3丁目1-44

834 医療法人　松下歯科　処置室 大阪府 八尾市恩智中町1-12-2　明星ビル2Ｆ 松下和彦 医療法人　松下歯科　事務管理部門 072-941-9164 072-941-8270 bbkiyo31@gmail.com 医療法人　松下歯科　理事長　松下和彦 大阪府 八尾市恩智中町1-12-2　明星ビル2Ｆ

835 下野歯科医院　診療室 大阪府 富田林市若松町西1-1874-1 下野　純司 下野歯科医院 072-125-0648 072-125-0648 jboyjboy@jcmo.zaq.ne.jp 下野歯科医院　下野　純司 大阪府 富田林市若松町西1-1874-1

836 せきやデンタルクリニック　手術室 大阪府 富田林市小金台2丁目1-33　1階 関谷 健祐 せきやデンタルクリニック 0721-40-1182 0721-40-1181 sekiken1013@yahoo.co.jp
医療法人優祉会
理事長　坂本 吉史

大阪府
泉南市新家2965番地の1
ショッピングプラザハブ2階

837 陸野歯科医院　診療室 大阪府 富田林市須賀2-23-15　1階 陸野 隆弘 陸野歯科医院 0721-28-0118 0721-28-0126 zuk02072@nifty.com
医療法人陸野歯科医院
理事長　陸野 隆弘

大阪府 富田林市須賀二丁目23番15号

838 清水歯科クリニック　院長室 大阪府 豊中市岡町北1-2-20 2F 清水 昌樹 清水歯科クリニック 06-6846-1181 06-6846-1161 bababarisenn2002@yahoo.co.jp
清水歯科クリニック
院長　清水　昌樹

大阪府 豊中市岡町北1-2-20 2F

839 医療法人育侑会花野歯科手術室 大阪府 枚方市山之上４－２－３ 木村基士 常勤歯科医師 072-846-4182 072-807-4184 kimkimkim0719@yahoo.co.jp 医療法人育侑会花野歯科　理事長花野育子 大阪府 枚方市山之上４－２－３

840 関西医科大学附属枚方病院　3階　形成外科外来 大阪府
枚方市新町2丁目3番1号
関西医科大学附属枚方病院　3階　形成外科外来

澤田　敏 関西医科大学　大学事務部　研究課 072-804-0101 072-804-2686 kenkyu@hirakata.kmu.ac.jp 学校法人関西医科大学　理事長　山下敏夫 大阪府 枚方市新町2丁目5番1号

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 21/31
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841 関西医科大学附属枚方病院　4階　手術室 大阪府
枚方市新町2丁目3番1号
関西医科大学附属枚方病院　4階　手術室

澤田　敏 関西医科大学形成外科 072-804-0101 072-804-2031 kakudon@hirakata.kmu.ac.jp 学校法人関西医科大学　理事長　山下敏夫 大阪府 枚方新町2丁目5番1号

842 米山歯科医院　診療室 大阪府 箕面市桜ケ丘四丁目11番15号　1F 米山 雅章 072-721-0201
医療法人健歯会米山歯科医院
理事長　米山 雅章

大阪府 箕面市桜ケ丘四丁目11番15号

843 印どうメディカルクリニック 作業室 大阪府 箕面市白島1-15-5 印藤八郎 事務局（担当：桑野） 072-743-6262 072-743-6262 kuwano777@hotmail.com 医療法人神明会　理事長　印藤八郎 大阪府 箕面市白島1-15-5

844 寺嶋歯科医院　手術室 大阪府 箕面市百楽荘1-3-21 1階 寺嶋　宏曜 寺嶋歯科医院 072-721-2562 072-721-2562 h-terashima@mdef.jp
医療法人メディエフ　
理事長　寺嶋　正一郎

大阪府 箕面市百楽荘1-3-21

845 ソラリスクリニック　細胞加工室 大阪府 箕面市坊島4-5-20 WEST1-2F 印藤　智佐子 事務局（担当：高沢） 072-741-4618 072-743-6105 solaris-clinic@shinmeikai.jp ソラリス・クリニック　院長　印藤　智佐子 大阪府 箕面市坊島4-5-20 WEST1-2F

846 堤デンタルクリニック　手術室 大阪府 門真市垣内町1-11 ペアビル古川橋3F 堤　一純 堤デンタルクリニック 06-6903-8164 06-6902-1082
堤デンタルクリニック　
院長　堤　一純

大阪府 門真市垣内町1-11 ペアビル古川橋3F

847 医療法人邦寿会　いけだクリニック 処置室 大阪府 和泉市葛の葉町６０－１１ 池田　欣生 総務部 0725-44-4481 0725-44-2739 info.ginzaikeda@gmail.com
医療法人邦寿会　いけだクリニック
理事長　池田壽雄

大阪府 和泉市葛の葉町６０－１１

848 石原歯科医院　手術室 兵庫県 たつの市揖保川町山津屋129-3 1F 石原　昇 石原歯科医院 0791-72-4181 0791-72-4481 ishihara-yukihotaru@nifty.com
医療法人社団石原歯科医院
理事長　石原　昇

兵庫県 たつの市揖保川町山津屋129-3

849 芦屋ベンクリニック手術室 兵庫県 芦屋市船戸町５－５　エベン・エゼル芦屋３階 卞　勝人 芦屋ベンクリニック　医局 0797-25-1241 0797-25-1207 doctor@ben-clinic.net
医療法人社団　芦屋ベンクリニック
　卞　勝人

兵庫県 芦屋市船戸町５－５　エベン・エゼル芦屋３階

850 芦屋デコルテクリニック　準備室 兵庫県 芦屋市茶屋之町2-21メイピース芦屋2F 大瀧　小百合 芦屋デコルテクリニック事務局 0797-38-6334 otaki@decollte.jp
芦屋デコルテクリニック　院長
大瀧　小百合

兵庫県 芦屋市茶屋之町2-21メイピース芦屋2F

851 芦屋JINクリニック　処置室 兵庫県 芦屋市東山町29-19　ｼﾞｪｯﾄﾋﾞﾙ2F 神　三矢 芦屋JINクリニック　事務管理部門 0797-35-5000 0797-35-5003 ashiyajin@outlook.jp 芦屋JINクリニック　院長　神　三矢 兵庫県 芦屋市東山町29-19

852 医療法人社団加古の会　秦歯科　処置室 兵庫県 加古川市加古川町北在家2464番地　1階 秦　和義 理事長　秦　和義 079-421-8213 079-427-0206 hatashika@tea.ocn.ne.jp 医療法人社団加古の会　理事長　秦和義 兵庫県 加古川市加古川町北在家2464番地

853 小林歯科医院　診療室 兵庫県 加古川市東神吉町神吉230-19 藤家　恵子 小林歯科医院 079-432-6579 079-432-6579 小林歯科医院　藤家恵子 兵庫県 加古川市東神吉町神吉230-19

854 山本可菜子皮フ科クリニック　東加古川院処置室 兵庫県 加古川市平岡町新在家1-260-10
医療法人社団爽永会
理事長　山本可菜子

兵庫県 神戸市中央区明石町３２　明海ビル8階

855 太田医院  処置､検査室 兵庫県 洲本市本町5ｰ3-21 太田 浩之 太田医院  事務管理部門 0799-23-9248 0799-23-9248 hiroota@circus.ocn.ne.jp 太田 医院   院長  太田 浩之 兵庫県 洲本市本町5ｰ3-21

856 西端歯科医院　診察室 兵庫県 神戸市須磨区行幸町4-4-11　1階 西端　英典 西端歯科医院 078-733-4182 078-733-3415 no1dentist@nifty.com
西端歯科医院
院長　西端　英典

兵庫県 神戸市須磨区行幸町4-4-11

857 ゆら歯科クリニック　手術室 兵庫県 神戸市垂水区福田２－１－１８ 由良公二 院長 078-708-4180 078-708-4181 yura-mayorah@msf.biglobe.ne.jp ゆら歯科クリニック　院長 由良公二 兵庫県 神戸市垂水区福田２－１－１８

858 ナガイデンタルクリニック　手術室 兵庫県 神戸市西区玉津町小山252-7　1F 永井　道夫 ナガイデンタルクリニック 078-921-0647 info@nagai-dc.com
ナガイデンタルクリニック
院長　永井　道夫

兵庫県 神戸市西区玉津町小山252-7

859 シティタワー神戸三宮歯科手術室 兵庫県 神戸市中央区旭通4-1-2-103 杉岡　伸悟 シティタワー神戸三宮歯科（院長） 078-855-3790 078-855-3791
シティタワー神戸三宮歯科
院長　杉岡　伸悟

兵庫県 神戸市中央区旭通4-1-2-103

860 こうべ花時計クリニック手術室 兵庫県 神戸市中央区磯上通８－３－１０　井門三宮ビル８F 大野　正浩 院長 078-242-1010 078-242-1011 ohno@kobe-hanadokei.com こうべ花時計クリニック　院長　大野　正浩 兵庫県
神戸市中央区磯上通８－３－１０　井門三宮ビル８
F

861 神成美容形成外科 手術室１ 兵庫県 神戸市中央区雲井通７－１－１ﾐﾝﾄ神戸ビル１３F 上田直光 神成美容外科形成外科 078-242-4380 078-242-4381 info@biyou-kousei.jp 神成美容外科形成外科　総院長　上田直光 兵庫県 神戸市中央区雲井通７－１－１ﾐﾝﾄ神戸ビル１３F

862 セレンクリニック神戸CPC 兵庫県
神戸市中央区加納町4-4-17
ニッセイ三宮ビル13F

阿部　浩文 事務 川上 健太郎 03-6206-3849 医療法人社団医創会 理事長　土橋　正 東京都
千代田区有楽町2－7－1
有楽町駅前ビルディング 11階

863 ひろクリニック手術室 兵庫県 神戸市中央区京町70番　松岡ビル２階 坂井宏成 ひろクリニック 　院長　坂井宏成 兵庫県 神戸市中央区京町70番　松岡ビル２階

864 杉本美容形成外科　手術室 兵庫県 神戸市中央区琴ノ緒町５－４－１０ 兵庫県 神戸市中央区琴ノ緒町５－４－１０

865 湘南美容外科クリニック神戸院　処置室2 兵庫県
神戸市中央区御幸通6丁目1番10号
オリックス神戸三宮ビル5F

坂西 寛信 湘南美容外科クリニック西日本事業部
050-5865-
5960

06-6450-8175 tomoya.tanaka@sbc.or.jp
医療法人　湘美会
理事長　相川佳之

東京都
新宿区西新宿六丁目5番1号
新宿アイランドタワー12階

866 先端医療センター5FCPC 兵庫県
神戸市中央区港島南町２丁目２番地
先端医療センター研究棟５階

細胞療法研究開発センター　細胞療法開発グループ 078-306-0683 go@fbri.org
公益財団法人　先端医療振興財団
理事長　本庶　佑

兵庫県 神戸市中央区港島南町２丁目２番地

867 柴田美容皮膚科クリニック 研究室 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-8-1-337 サンプラザ3階 柴田　節子 柴田美容皮膚科クリニック 078-325-2877 078-325-2878 info@slca-kobe.jp 柴田美容皮膚科クリニック　院長　柴田　節子 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-8-1-337 サンプラザ3階

868 神戸ルミナスクリニック　手術室 兵庫県 神戸市中央区三宮町1丁目4-3　クレフィ三宮７F 井谷　豊
医療法人社団　菫会　本部
担当　　下田　修司

078-797-7335 078-797-7336 s-shimoda@if-n.ne.jp
医療法人社団　菫会
理事長　　前田　章

兵庫県 神戸市須磨区東白川台1丁目1-1

869 元町伊庭クリニック　処置室 兵庫県
神戸市中央区三宮町3丁目1番5号　イソーラ・ディ
MOTOMACHI 地下1階

伊庭　重紀 元町伊庭クリニック　院長 078-331-1802 078-331-1806 iba.shigeki@gmail.com 元町伊庭クリニック　院長　伊庭重紀 兵庫県
神戸市中央区三宮町3丁目1番5号　イソーラ・ディ
MOTOMACHI 地下1階

870 神戸ハーバーランド免疫療法クリニック　細胞調製室 兵庫県
神戸市中央区東川崎町１丁目３番３号
神戸ハーバーランドセンタービル14階

横川　潔 神戸ハーバーランド免疫療法クリニック　培養部 078-360-3340 078-360-3314 baiyo@khic.jp
神戸ハーバーランド免疫療法クリニック　　　院
長　横川　潔

兵庫県
神戸市中央区東川崎町１丁目３番３号
神戸ハーバーランドセンタービル14階

871
医療法人再生未来　再生未来クリニック神戸　点滴ルー
ム

兵庫県
神戸市中央区浜辺通5-1-14　神戸商工貿易センタービル
23F

医療法人再生未来　理事長　乾　利夫 大阪府 守口市金田町6-14-17

872 マエダ歯科医院　消毒・滅菌室 兵庫県
神戸市中央区浜辺通5丁目1-14 
神戸商工貿易センタービル11F

前田　卓哉 マエダ歯科医院 078-251-6480 078-251-6481 maetaku@ya2.so-net.ne.jp マエダ歯科医院　院長　前田 卓哉 兵庫県
神戸市中央区浜辺通5丁目1-14 
神戸商工貿易センタービル11F

873 神戸ゆりクリニック診察処置室 兵庫県 神戸市中央区北長狭通4-2-5　ローレル元町ビル7F 大西悠美 特になし 078-331-8899 078-331-8989 info@yuri-clinic.jp 神戸ゆりクリニック　院長　大西悠美 兵庫県
神戸市中央区北長狭通4-2-5　ローレル元町ビル
7F

874 山本可菜子皮フ科クリニック　施術室 兵庫県 神戸市中央区明石町３２　明海ビル８F
医療法人社団爽永会
理事長　山本可菜子

兵庫県 神戸市中央区明石町３２　明海ビル８F

875 海岸通デンタルクリニック　手術室 兵庫県
神戸市中央区脇浜海岸通2-2-3 
HAT神戸メディカルモール3F

876 中川歯科医院診療室 兵庫県 神戸市東灘区岡本1-4-27 第2オギタビル2F 中川　真 中川歯科医院 078-452-0820 078-452-0853 中川歯科医院　中川　真 兵庫県 神戸市東灘区岡本1-4-27 第2オギタビル2F

877 医療法人社団　さわこ形成外科クリニック　手術室 兵庫県 神戸市東灘区御影中町１-16-20　ポラリス御影３階 片上　佐和子 さわこ形成外科クリニック事務局 078-845-3050 078-845-3051 info@sawakoclinic.com
医療法人社団　さわこ形成外科クリニック
　片上　佐和子

兵庫県
神戸市東灘区御影中町Ⅰ-16-20　ポラリス御影3
階

878 にん歯科クリニック　技工室 兵庫県 神戸市東灘区西岡本2丁目26-1-132　1F 任　順興 にん歯科クリニック 078-452-6122 078-452-6125
にん歯科クリニック
院長　任　順興

兵庫県 神戸市東灘区西岡本2丁目26-1-132

879 小林歯科医院診療室 兵庫県
神戸市東灘区本庄町2丁目5-12 
ファミール東灘壱番館

小林　文夫 小林歯科医院 078-413-2030 078-413-2050 kobayashidc@kcc.zaq.ne.jp
医療法人社団小林歯科医院
理事長　小林　文夫

兵庫県
神戸市東灘区本庄町2丁目5-12 
ファミール東灘壱番館

880 MYAデンタルオフィス診療室 兵庫県 神戸市灘区新在家南町１－２－１サザンモール六甲１F 奥田美穂子 MYAデンタルオフィス 078-822-1148 078-822-1125 info@myadentaloffice.com 医療法人社団安福歯科医院　理事長安福正美 兵庫県 宝塚市南口１－８－２０宝塚南口ビル２F

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 22/31



再生医療等安全性確保法第40条第１項の規定により届出された細胞培養加工施設の一覧 平成28年5月31日現在

都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

881 医療法人　川崎病院　臨床検査科内 兵庫県 神戸市兵庫区東山町3丁目3番1号 市原　紀久雄 川崎病院　地域医療連携室 078-511-3131 078-511-3297 kubo_hiroya@kawasaki-hospital-kobe.or.jp
医療法人　川崎病院
理事長　市原　紀久雄

兵庫県 神戸市兵庫区東山町3丁目3番1号

882 医療法人優美会　シラセ歯科 　処置室 兵庫県 神戸市北区唐櫃台2-11-15 白瀬　明 医療法人優美会　事務管理部門 078-981-5767
医療法人　優美会
理事長　白瀬　明

兵庫県 神戸市北区唐櫃台2-11-15

883 医療法人社団　孝昭クリニック手術室 兵庫県 西宮市　羽衣町　５－１３　ワジュール夙川ビル2F 木下　孝昭 事務局 0798-22-4466 0798-22-4465 医療法人社団孝昭クリニック理事長　木下孝昭 兵庫県 西宮市　羽衣町５－１３ワジュール夙川ビル

884 ザ・ニシキタクリニック　ＣＨＲＩＳ　手術室 兵庫県
西宮市甲風園1-5-11
フォーカスアレイビル３階

栗栖寛明 診療部 0798-67-5555 0798-67-6800 the-nishikitaclinic@ seagreen.ocn.ne.jp
ザ・ニシキタクリニック　ＣＨＲＩＳ　院長　栗栖寛
明

885 なつクリニック皮膚科・形成外科　処置室 兵庫県 西宮市高松町３－３ジオタワー１Ｆ 大原　奈津恵 診療部 0798-66-0008 0798-66-6789 info@natsu-clinic.com
なつクリニック皮膚科・形成外科
院長　大原　奈津恵

兵庫県 西宮市高松町３－３ジオタワー１Ｆ

886 兵庫医科大学病院　手術センター 兵庫県 西宮市武庫川町1番1号　急性医療総合センター4階 難波光義 病院事務部管理課 0798-45-6611 0798-45-6608 kanrika@hyo-med.ac.jp
学校法人兵庫医科大学
理事長　新家荘平

兵庫県 西宮市武庫川町1番1号

887 しおみ耳鼻咽喉科クリニック　準備室 兵庫県 西宮市薬師町８－１５薬師メディタウン102 塩見洋作 しおみ耳鼻咽喉科クリニック 0798-64-8711 0798-64-8714 info@shiomi-clinic.com
しおみ耳鼻咽喉科クリニック　院長
塩見洋作

兵庫県 西宮市薬師町８－１５薬師メディタウン102

888 わく歯科医院　手術室 兵庫県 丹波市氷上町成松460－1　1F 和久　雅彦 わく歯科医院 0795-82-1128 0795-82-5738 waku-waku@tiara.ocn.ne.jp
医療法人社団わく歯科医院
理事長　和久　雅彦

兵庫県 丹波市氷上町成松460番地1

889 兵庫県立尼崎総合医療センター　細胞遺伝子検査室 兵庫県 尼崎市東難波町2-17-77 藤原久義 兵庫県立尼崎総合医療センター皮膚科 06-6480-7000 06-6480-7001 ktkudou@hp.pref.hyogo.jp 兵庫県　知事　井戸敏三 兵庫県 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

890 小川医院　処置室 兵庫県 尼崎市道意町４－４０－３ 小川説郎 医療法人社団　小川医院　小川説郎 06-6416-7789 06-6419-5717 dr.ogawa@ogawa-iin.jp
医療法人社団小川医院
理事長　小川説郎

兵庫県 尼崎市道意町４－４０－３

891 ウカイ歯科クリニック　消毒・準備室 兵庫県 尼崎市南塚口町７丁目28-1 共栄ビル2F 鵜飼　誠 ウカイ歯科クリニック 06-6422-8241 06-6422-8041
ウカイ歯科クリニック　
院長　鵜飼　誠

兵庫県 尼崎市南塚口町７丁目28-1 共栄ビル2F

892 医療法人 創美会　きぬがさクリニック 手術室 兵庫県 姫路市駅前町254番地　姫路OSビル5F 荘園　雅子 経営企画室 06-6631-8111 06-6631-3022 kinugasa@kinugasaclinic-japan.com
医療法人 創美会　きぬがさクリニック
　衣笠　哲雄

大阪府
大阪市中央区難波4-7-6
R2ビル1・2・3・4・5F

893 かんじ歯科　診療室 兵庫県 姫路市飾磨区恵美酒195-1 大前　款嗣 かんじ歯科 079-234-2299 079-234-2299 bird9306@iris.eonet.ne.jp
かんじ歯科
大前　款嗣

兵庫県 姫路市飾磨区恵美酒195-1

894 姫路さくらクリニック　手術室 兵庫県 姫路市東今宿3丁目5-8スカイビル３階（3-A） 佐原慶一郎 姫路さくらクリニック　事務部 079-298-7050 079-298-7051 info@himejisakura.com 姫路さくらクリニック　院長　佐原慶一郎 兵庫県 姫路市東今宿3丁目5-8スカイビル３階（3-A）

895 城本クリニック　手術室 兵庫県 姫路市白銀町20番地　しらさぎビル7階			 竹村一人 城本クリニック（大阪）院長 06-6363-8611 06-6363-8612 info@107929.com 城本クリニック　院長　竹村一人 兵庫県 姫路市白銀町20番地　しらさぎビル7階			

896 楠本歯科医院　診療室 兵庫県 宝塚市栄町2-1-2　ソリオ2　3階 楠本　直樹 楠本歯科医院 0797-87-7819 0797-87-7819 naoki@kusumoto-d.com
楠本歯科医院
院長　楠本　直樹

兵庫県 宝塚市栄町2-1-2　ソリオ2

897 大井医院　処置室 兵庫県 豊岡市城南町8番12号 大井宏実 大井医院　形成外科皮膚科 0796-24-1001 0796-24-0887 医療法人社団　大井医院　理事長　大井美行 兵庫県 豊岡市城南町8番12号

898 ひかりクリニック　点滴コーナー 兵庫県 明石市山下町８‐１０ 具光成 事務 078-919-0366 078-919-0381 administrator@hikaricl.jp
医療法人社団東明会ひかりクリニック
　理事長　具光成

兵庫県 明石市山下町８‐１０

899 グランソール奈良細胞培養加工施設 奈良県 宇陀市菟田野松井８－１ 辻村　貴弘 管理部 0745-84-9333 0745-84-9355 r.nakatani@grandsoul.co.jp グランソール奈良　辻村　貴弘 奈良県 宇陀市菟田野松井8－1

900
奈良県立医科大学附属病院　セルプロセッシングセン
ター

奈良県 橿原市四条町８４０大学本館旧館３階 古家　仁 法人企画部　研究推進課 0744-29-8913 0744-29-4746 kenkyu@naramed-u.ac.jp
公立大学法人奈良県立医科大学　理事長　細
井裕司

奈良県 橿原市四条町８４０

901 せいじ歯科医院　手術室 奈良県 橿原市西池尻町340-3 吉田　精司 医院長 0744-28-5817 0744-28-5827 seiji@pp.iij4u.or.jp
せいじ歯科医院
医院長　吉田　精司

奈良県 橿原市西池尻町340-3

902 西井歯科医院　治療室 奈良県 御所市宮戸101 西井清治 医院内 0745-66-1343 0745-66-9000 nishii@dental.gr.jp 西井歯科医院　医院長　西井清治 奈良県 御所市宮戸101

903 フジモト歯科　手術室 奈良県 御所市大広町３１９　1階 藤本　平蔵 フジモト歯科 0745-62-8117 0745-62-8017 fujimoto5220@nashikai.com
フジモト歯科
院長　藤本　平蔵

奈良県 御所市大広町３１９

904 医療法人　涼風会　宮崎歯科医院　手術室 奈良県 香芝市西真美1丁目5-1　プラザ西真美3001 宮崎尚 宮崎歯科医院　院長 0745-78-3366 0745-78-3366 ryoufuukai@ba2.so-net.ne.jp 医療法人　涼風会　理事長　宮崎尚 奈良県 奈良市富雄元町1丁目5-2

905 とよだ歯科医院　処置室 奈良県 桜井市上之庄278－1　イオン桜井店2階 豊田浩行 とよだ歯科医院　医療安全委員会 0744-44-1700 0744-44-1700 とよだ歯科医院　院長　豊田浩行

906 ともだ歯科医院　手術室 奈良県 生駒市真弓4-4-2 ともだ歯科医院　事務管理部門

907 生駒市立病院　検体検査室 奈良県 生駒市東生駒1丁目6番地２　生駒市立病院２F 今村　正敏 生駒市立病院　形成外科 0743-72-1111 0743-71-9100 a98m@yahoo.co.jp 生駒市　市長　小紫雅史 奈良県  生駒市東新町8番38号

908 医療法人　敬愛会　はもり皮フ科　処置室 奈良県 奈良市学園大和町1丁目1438番地の1 吉田　由佳 総務・経理 0742-51-1103 0742-51-8866 hamoriclinic@gmail.com
医療法人　敬愛会  
　　理事長　吉田　由佳

奈良県 奈良市学園大和町1丁目1438番地の1

909 中島歯科　オペ室 奈良県 奈良市千代ヶ丘1-3-1　中島歯科 オペ室 中島正裕 中島歯科 0742-44-0631 0742-44-0631 info@nakajima-d.com 中島歯科　院長　中島正裕 奈良県 奈良市千代ヶ丘1丁目3番1号

910 ちえクリニック　処置室2 奈良県 奈良市柏木町519-21 園部　千絵 美容皮膚科 0742-93-7412 0742-93-7413 chieclinic@yahoo.co.jp ちえクリニック 　園部　千絵 奈良県 奈良市柏木町519-21

911 中平歯科医院　診療室 和歌山県 伊都郡かつらぎ町笠田東71-5　1F 中平 良基 中平歯科医院 0736-22-0311 0736-22-7498 nkhr7292@flute.ocn.ne.jp
中平歯科医院
院長　中平 良基

和歌山県 伊都郡かつらぎ町笠田東71-5

912 寺本歯科 処置室 和歌山県 海南市重根1169-2 寺本 修久 寺本歯科　院長 073-487-1500 073-487-3330 nobitera@gold.ocn.ne.jp 寺本歯科　院長　寺本 修久 和歌山県 海南市重根1169-2

913 トメモリ眼科形成外科手術準備室 和歌山県 橋本市市脇5丁目4-23　2F 留守　祥子 形成外科 0736-39-1159 0736-39-1158 show.tome@leto.eonet.ne.jp
医療法人涼悠会　トメモリ眼科形成外科
理事長　留守　良太

和歌山県 橋本市市脇5丁目4-23

914 さかがみ歯科口腔外科　消毒室 和歌山県 御坊市湯川町小松原365－7 1階 坂上　卓也 さかがみ歯科口腔外科 0738-52-7585 0738-52-7585 さかがみ歯科口腔外科　院長　坂上卓也 和歌山県 御坊市湯川町小松原365－7

915 岩上歯科医院　手術室 和歌山県 田辺市あけぼの44-17　1階 岩上　好伸 岩上歯科医院 0739-25-2418
岩上歯科医院　
岩上　好伸

和歌山県 田辺市あけぼの44-17

916 紀南病院　歯科口腔外科　手術室 和歌山県 田辺市新庄町46-70　2F 大亦　哲司 紀南病院　歯科口腔外科 0739-22-5000 0739-22-5176
公立紀南病院組合
管理者　真砂　充敏

和歌山県 田辺市新庄町46-70

917 松平歯科クリニック　手術室 和歌山県 和歌山市鷹匠町1-60　2階 松平　淳 松平歯科クリニック 073-427-8275 073-427-8275 info@matsuhira-dentalclinic.com
医療法人祥淳会　
理事長　松平　淳

和歌山県 和歌山市鷹匠町1-60

918 NSメディカル・ヘルスケアサービス　診療室 和歌山県 和歌山市湊1850　１階 森田　展雄
一般財団法人 NSメディカル・ヘルスケアサービ
ス　代表理事　田尻　裕造

和歌山県 和歌山市湊1850

919 森脇歯科医院 診療室 鳥取県 境港市中野町1893-1　1階 森脇　祥博 森脇歯科医院 0859-42-5555 0859-42-5995 torimori@chukai.ne.jp 医療法人祥敬会　理事長　森脇 祥博 鳥取県 境港市中野町1893-1

920 戸﨑歯科医院　診療室 鳥取県 鳥取市桂木244　1階 戸﨑　正悟 戸﨑歯科医院 0857-53-0586 0857-53-3162 tosaki.m@do3.enjoy.ne.jp 戸﨑歯科医院　院長　戸﨑　正悟 鳥取県 鳥取市桂木244

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 23/31



再生医療等安全性確保法第40条第１項の規定により届出された細胞培養加工施設の一覧 平成28年5月31日現在

都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

921 ますだ歯科医院　診察室 (歯科診療） 鳥取県 鳥取市古海654-2　1階 増田 朋和 ますだ歯科医院 0857-39-4888 0857-39-4887 masudadc@oregano.ocn.ne.jp
ますだ歯科医院
院長　増田 朋和

鳥取県 鳥取市古海654-2

922 山根歯科医院　診療室 鳥取県 鳥取市東町3丁目258番地1　2階 山根 浩二 山根歯科医院 0857-38-2118 0857-38-2128 yamaneko2010@live.jp
山根歯科医院
院長　山根 浩二

鳥取県 鳥取市東町3丁目258番地1

923 みゆき歯科　診療室 島根県 益田市染羽町4-35　1階 納富　幸 0856-31-2272 0856-31-2272
みゆき歯科　
院長　納富　幸

島根県 益田市染羽町4-35

924 島根大学医学部附属病院再生医療センター細胞調整室 島根県 出雲市塩冶町89-1　島根大学医学部附属病院C病棟8階 竹谷　健 島根大学医学部附属病院再生医療センター 0853-20-2221 0853-20-2215 saisei@med.shimane-u.ac.jp 国立大学法人島根大学　　学長　　服部　泰直 島根県 松江市西川津町1060

925 そう歯科医院　診療室 島根県 出雲市平田町1630番地 １階 宋本　政文 そう歯科医院 0853-63-0888 0853-63-3663 marchant211@ktd.biglobe.ne.jp
医療法人政信会
理事長　宋本　政文

島根県 出雲市平田町2235番地7

926
医療法人　いざみ KAZUKIプライベートクリニック松江本
院　特定細胞加工物製造室

島根県
松江市朝日町４８４－１３
三洋苑第２ビル５階

清水　一樹 理事長 0852-20-7790 0852-24-7200 info@kazuki-pc.com 医療法人いざみ　理事長清水一樹 島根県
松江市朝日町４８４－１３
三洋苑第２ビル５階

927 原尾島歯科　CUREROOM-3 岡山県 岡山市中区原尾島3-1-3　１階 難波 一郎 原尾島歯科 086-272-6480 086-271-1659 haraojimasika@gmail.com
原尾島歯科
院長　難波 一郎

岡山県 岡山市中区原尾島3-1-3

928 城本クリニック岡山院　リカバリー１ 岡山県 岡山市北区駅元町３０－３　カサ・セグーラ２Ｆ

929 ももスキンケアクリニック治療室2・3 岡山県
岡山市北区駅前町１－８－５
ドレミの街６階

福田　和義 ももスキンケアクリニック外来受付 086-801-0403 086-221-4103 momo_scc@ybb.ne.jp 福田和義 岡山県
岡山市北区駅前町１－８－５
ドレミの街６階

930 椿歯科クリニック　診療室 岡山県 岡山市北区錦町6－17 OWLSTYLE錦町-2 4F 木庭　茂治 椿歯科クリニック 086-232-2770 086-232-2780 tsubaki@mx22.tiki.ne.jp
医療法人明生会歯科
理事長　木庭　茂治

岡山県 岡山市東区東平島1217-4

931 河田外科形成外科手術室 岡山県 岡山市北区幸町４－１２ 河田真作 河田外科形成外科 086-225-2500 086-224-7232
医療法人河田外科形成外科　理事長　河田真
作

岡山県 岡山市北区幸町４－１２

932 中山下スキンクリニック　処置室 岡山県 岡山市北区中山下１－９－４９　 2階 久松祥子 中山下スキンクリニック 086-226-1250 086-226-1252 中山下スキンクリニック　久松祥子 岡山県 岡山市北区中山下１－９－４９

933 医療法人諄祐會中村歯科　処置室 岡山県 岡山市北区富田町二丁目6番11号　２階 中村　慶男 中村　伸江 086-224-6480 医療法人諄祐會中村歯科　理事長　中村慶男 岡山県 岡山市北区富田町二丁目6番11号

934 グレイス　デンタルクリニック　技工室 岡山県 岡山市北区平田１０２－１０８Ｔフラッツ２Ｆ 守屋　啓吾 医療法人社団東風会　総務部 086-446-6400 086-448-4181 siokano.love@gmail.com 医療法人社団東風会　理事長　守屋　啓吾 岡山県 倉敷市　連島町矢柄５８５９

935 湘南美容外科クリニック岡山院　処置室3 岡山県 岡山市北区本町6‐30第一セントラルビル2号館7階 相澤　勝喜 湘南美容外科クリニック西日本事務局
050-5865-
5960

06-6450-8175 tomoya.tanaka@sbc.or.jp
医療法人社団　孝和会
理事長　相川美和

東京都
渋谷区渋谷一丁目24番6号
マトリクス・ツービル8階

936 共立美容外科　岡山院　処置室 岡山県 岡山市北区本町6番36号　第一セントラルビル6階 遠山　貴之 共立美容外科・歯科　広報（東京） 03-5354-0707 03-5354-0721 minamizaki@kyoritsu-biyo.com 共立美容外科　岡山院院長　遠山貴之 岡山県 岡山市北区本町6番36号　第一セントラルビル6階

937 平山歯科医院　オペ室 岡山県
玉野市長尾757-1
平山歯科医院　オペ室

平山雅仁 平山歯科医院　オペ室 0863-71-2850 0863-71-2857 dent888aloha@gmail.com
平山歯科医院
院長　平山雅仁

岡山県 玉野市長尾757-1

938 中條歯科医院デンタルビューティーサロンプレミア2 岡山県 瀬戸内市長船町土師9-4 中條新次郎 中條歯科医院事務長 0869-26-4874 0869-26-6637 info@chujo-dent.jp 医療法人中條歯科医院理事長中條新次郎 岡山県 瀬戸内市長船町土師8-7

939 デンタル　サロン　ハビーナ　　オペ室 岡山県 倉敷市阿知１－７－２ 守屋　啓吾 医療法人社団東風会　総務部 086-446-6400 086-448-4181 siokano.love@gmail.com 医療法人社団東風会　理事長　守屋　啓吾 岡山県 倉敷市連島町矢柄５８５９

940 石田歯科医院　診療室 岡山県 倉敷市玉島中央町1-22-43　2F 石田　元久 石田歯科医院 086-522-6480 086-522-6465
石田歯科医院
院長　石田　元久

岡山県 倉敷市玉島中央町1-22-43

941 川崎医科大学附属病院クリーンルーム 岡山県
倉敷市松島577番地　川崎医科大学附属病院　本館棟10
階

山口　佳之 川崎医科大学附属病院　臨床腫瘍科 086-462-1111 086-464-1134 shogo@med.kawasaki-m.ac.jp 学校法人川崎学園　理事長　川﨑　誠治 岡山県 倉敷市松島577番地

942 いしだ駅前歯科　診療室 岡山県 倉敷市新倉敷駅前4-62-1　1階 石田　浩之 いしだ駅前歯科 086-441-5100 086-441-5101
いしだ駅前歯科
院長　石田 浩之

岡山県 倉敷市新倉敷駅前4-62-1

943 ひまわり歯科　クリニック　技工室 岡山県 倉敷市西阿知町　西原８２７－２ 守屋　啓吾 医療法人社団東風会　総務部 086-446-6400 086-448-4181 siokano.love@gmail.com 医療法人社団東風会　理事長　守屋　啓吾 岡山県 倉敷市連島町　矢柄　５８５９

944 おがた歯科クリニック　診療室 岡山県 倉敷市田ノ上938-3　1階 緒方　憲一郎 おがた歯科クリニック 086-430-0633 086-430-0634 info@ogatadental-clinic.com
医療法人おがた歯科クリニック
理事長　緒方　憲一郎

岡山県 倉敷市田ノ上938-3

945 渡辺歯科医院　手術室 岡山県 倉敷市東町4-18　1階 渡辺　駿二 渡辺歯科医院 086-426-0320 086-426-0323 nabekae99126@yahoo.co.jp
医療法人渡辺歯科医院
理事長　渡辺　駿二

岡山県 倉敷市東町4-18

946
公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央
病院　血液治療センター　血液製剤室

岡山県 倉敷市美和１－１－1 　2階 上田　恭典 総合周産期母子医療センター　NICU 086-422-0210 086-427-5750 sw7156@kchnet.or.jp
公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院　理事長　大原　謙一郎

岡山県 倉敷市美和一丁目１番１号

947 守屋歯科　医院　技工室 岡山県 倉敷市連島町矢柄５８５９ 守屋啓吾 医療法人社団東風会　総務部 086-446-6400 086-448-4181 siokano.love@gmail.com 医療法人社団東風会　理事長　守屋啓吾 岡山県 倉敷市連島町　矢柄５８５９

948 高木歯科医院 診療室 岡山県 総社市真壁1021  1階 小林 正人 高木歯科医院 0866-93-6710 0866-93-6712 mkoba550913@ybb.ne.jp
医療法人高木歯科医院
理事長　小林　正人

岡山県 総社市真壁1021

949 はやしま歯科・矯正歯科　診療室 岡山県 都窪郡早島町早島2306-4　1階 林　幸則 はやしま歯科・矯正歯科 086-483-1000 086-483-1003 info@hayashima-dc.com
医療法人はやしま歯科　
理事長　林　幸則

岡山県 都窪郡早島町早島2306番地の4

950 クリーン歯科  技工室 広島県 安芸郡熊野町川角1-6-15　2階 藤原 副満 クリーン歯科 082-854-2131 082-854-3522 kuri-n.h.03@hi3.enjoy.ne.jp
クリーン歯科
院長　藤原 副満

広島県 安芸郡熊野町川角1-6-15

951 うえはら歯科医院　特別室 広島県 呉市焼山中央2-4-8 1階 上原　亮 うえはら歯科医院 0823-34-4884 0823-34-4884 m.c.united.u.d.c@gmail.com
医療法人ユナイテッド
理事長　上原　亮

広島県 呉市焼山中央2-4-8

952 川添歯科クリニック　手術室 広島県 広島市安佐南区古市3-4-16 2階 川添　和幸 川添歯科クリニック 082-879-2233 082-879-2234 junwakai@kawazoe-dental.com
医療法人社団淳和会
理事長　川添　和幸

広島県 広島市安佐南区古市3-4-16

953 あいおい通り歯科クリニック　診療室 広島県 広島市西区上天満町10-39 ニューてんま1F 大井手　和久 あいおい通り歯科クリニック 082-532-6480 082-532-2323 o-ide@rondo.ocn.ne.jp
あいおい通り歯科クリニック
院長　大井手　和久

広島県 広島市西区上天満町10-39 ニューてんま1F

954 広島中央クリニック 第一処置室 広島県 広島市中区銀山町1-11 フジスカイビル5F 杉江　善哉 受付事務 082-244-1165 082-541-2157 info@hiroshima-chuoh.com 杉江　善哉 広島県 広島市中区銀山町1-11　フジスカイビル5F

955 紙屋町歯科医院　オペ室 広島県
広島市中区紙屋町一丁目4番3号　
エフケイビル201号室

林　靖一郎 紙屋町歯科医院 082-247-9461 082-247-9462 kamiyachou-d.c@fch.ne.jp
紙屋町歯科医院　
院長　林　靖一郎

広島県
広島市中区紙屋町一丁目4番3号　
エフケイビル201号室

956 品川スキンクリニック　広島院 (  準備室／倉庫－２　） 広島県 広島市中区紙屋町二丁目2番2号　紙屋町ビル5階

957 十日市歯科クリニック　手術室 広島県 広島市中区十日市町1丁目5－28 十日市ゴトービル2F 後藤　光宏 十日市歯科クリニック 082-232-7626 082-232-7628 goto@tokaichi-dental.jp
十日市歯科クリニック
院長　後藤　光宏

広島県
広島市中区十日市町1丁目5－28
十日市ゴトービル2F

958 中村歯科医院　診療室 広島県 広島市中区大手町5-4-14　2F 中村　衛
中村歯科医院
院長　中村　衛

広島県 広島市中区大手町5-4-14

959 湘南美容外科クリニック広島院　処置室1 広島県 広島市中区八丁堀16-3広島第一ビル6F 今本 奈緒 湘南美容外科クリニック西日本事業部
050-5865-
5960

06-6450-8175 tomoya.tanaka@sbc.or.jp
医療法人　湘美会
理事長　相川佳之

東京都
新宿区西新宿六丁目5番1号
新宿アイランドタワー12階

960 石田歯科矯正歯科クリニック　医局 広島県
広島市中区八丁堀4-4　
エイトバレ―八丁堀2F

石田　秀幸 石田歯科矯正歯科クリニック 082-223-1177 082-502-7111
医療法人社団石田歯科矯正歯科クリニック
理事長　石田　秀幸

広島県 広島市中区八丁堀4-4

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 24/31



再生医療等安全性確保法第40条第１項の規定により届出された細胞培養加工施設の一覧 平成28年5月31日現在

都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

961
医療法人社団　美翔会　聖心美容クリニック　広島院手術
室

広島県 広島市中区本通3-10　本通サザン3階 中辻　隆徳 運営支援部 03-5770-5292 03-5770-5606 sanae@mediclude.jp 医療法人社団　美翔会　理事長　鎌倉達郎 東京都 港区六本木6-6-9　ピラミデビル2階

962 医療法人社団柄歯科医院　処置室 広島県 広島市中区本通7-30-３F 柄　俊彦 医療法人社団柄歯科医院　受付 082-248-0066 082-240-8258 tsukasikaiin@enjoy.ne.jp 医療法人社団柄歯科医院　理事長　柄俊彦 広島県 広島市中区本通7番30号

963 トリプルエープラスデンタルクリニック　診療室 広島県 広島市東区牛田本町4-1-7　2階 辻野　哲弘 トリプルエープラスデンタルクリニック 082-511-2227 082-511-2228 t-tsujino@aaa-plus.jp
トリプルエープラスデンタルクリニック
辻野　哲弘

広島県 広島市東区牛田本町4-1-7

964 蜂須賀歯科口腔外科クリニック　診察室 広島県
広島市東区戸坂千足1-10-1 
エクセルコート太田川2F

蜂須賀　永三 蜂須賀歯科口腔外科クリニック
蜂須賀歯科口腔外科クリニック
院長　蜂須賀　永三

広島県
広島市東区戸坂千足1-10-1 
エクセルコート太田川2F

965 ななほし歯科クリニック　診療室 広島県 広島市東区光町1-8-6 サンハウス山岡1F 前島　真紀子 ななほし歯科クリニック 082-568-2877 082-568-2872 nanahoshi-dc.makiko7@cyber.ocn.ne.jp
ななほし歯科クリニック
前島　真紀子

広島県 広島市東区光町1-8-6 サンハウス山岡1F

966 広島大学病院　未来医療センター（医科） 広島県
広島市南区霞一丁目２番３号　広島大学病院　診療棟２
階

東　幸仁 霞地区運営支援部研究支援グループ 082-257-5909 082-257-1703 kasumi-kenkyu@office.hiroshima-u.ac.jp 国立大学法人広島大学　学長　越智光夫 広島県 東広島市鏡山一丁目３番２号

967 片山歯科医院　処置室 広島県 三次市十日市東1-7-1 0824-63-8476 広島県 三次市十日市東1-7-1

968 安田歯科医院　手術室 広島県 廿日市市阿品台3-11-17　1階 安田歯科医院 0829-39-2567

969 奥井歯科医院　技工室 広島県 廿日市市串戸２丁目１６－２　2階 奥井　寛 奥井歯科医院 0829-32-8188 0829-32-8188 okuishika@do2.enjoy.ne.jp
医療法人奥井歯科医院
理事長　奥井　寛

広島県 廿日市市串戸二丁目16番2号

970 花園クリニック　クリーンルーム 広島県 福山市花園町1丁目3-9 楢﨑 幹雄 花園クリニック　免疫細胞療法外来 084-932-6303 084-932-6538 info@hanamk.jp
花園クリニック
楢﨑　幹雄

広島県 福山市花園町1丁目3-9

971 医療法人　英仁会　荒木医院　薬作業室 広島県 福山市笠岡町１－１　荒木医院２階 荒木　英俊 医療法人　英仁会　荒木医院　事務局 084-922-0199 084-922-0195 k-shimizu@fmed.jp
医療法人　英仁会　荒木医院　理事長　荒木英
俊

広島県 福山市笠岡町１－１

972 すずき歯科クリニック　診察室 広島県 福山市春日町大字吉田字大町834番地　1F 鈴木 直樹 すずき歯科クリニック 084-945-1030 084-945-1040 suzukiny39@nifty.com
医療法人すずき歯科クリニック
理事長　鈴木 直樹

広島県 福山市春日町大字吉田字大町834番地

973 吉岡歯科医院　診察室 広島県 福山市多治米町2-12-5　1F 吉岡　寿治 吉岡歯科医院 084-954-2090 084-971-6231 first.f.d.c@sky.plala.or.jp
医療法人社団吉岡歯科医院
理事長　吉岡　寿治

広島県 福山市多治米町二丁目12番5号

974 小倉歯科クリニック　診療室 広島県 福山市南蔵王町5-16-35　1階 小倉　嘉弘 小倉歯科クリニック 084-940-6858 084-940-6859

975 梅田形成皮膚クリニック  手術室 広島県 福山市南蔵王町五丁目17番36号　2F 梅 田 直 人 084-983-1600
医療法人社団真善会　梅田形成皮膚クリニック
梅 田 直 人

広島県 福山市南蔵王町五丁目17番36号

976 松尾歯科クリニック　診療室 山口県 宇部市寿町3丁目7-11　1F 松尾　明 松尾歯科クリニック 0836-36-6480 0836-36-6480 ktoa68@dental.email.ne.jp
松尾歯科クリニック
院長　松尾　明

山口県 宇部市寿町3丁目7-11

977
AQUA石井歯科　宇部歯周再生インプラントクリニック手
術室

山口県 宇部市松山町４－８－２０ 石井肖得 院長 0836-37-1717 0836-37-1818 takanori@aqua-ishii.com 石井肖得 山口県 宇部市松山町４－８－２０

978 中務歯科　手術室 山口県 宇部市相生町６－２３　２F 中務　洋一 中務歯科 0836-21-2759 0836-21-2759 ytsukasa@coral.broba.cc 中務洋一 山口県 宇部市相生町６－２３

979 医療法人社団　宇部興産中央病院　整形外科処置室 山口県 宇部市大字西岐波750番地　外来棟１階 森脇　透 経営管理部　医事課 0836-51-9968 0836-51-7080
医療法人社団　宇部興産中央病院
理事長　武藤　正彦

山口県 宇部市大字西岐波750番地

980 サファイア歯科　オペ室 山口県 下関市綾羅木新町二丁目１番１号 下御領良二 サファイア歯科　オペ室 083-255-3818 083-242-5516 sap@me.com サファイア歯科　下御領良二 山口県 下関綾羅木新町二丁目1番1号

981 木原歯科医院　消毒コーナー 山口県 下関市秋根南町1-6-9 木原　芳郎 木原歯科医院 083-256-6866 083-256-6866 k3984nation@yahoo.co.jp 木原　芳郎 山口県 下関市秋根南町1-6-9

982 しまだ歯科医院　手術室 山口県 防府市華園町1－28　1階 島田　昌明 しまだ歯科医院 0835-25-0118 0835-25-0129 shimada-dent@mvb.biglobe.ne.jp しまだ歯科医院　院長　島田昌明 山口県 防府市華園町1－28

983 ハート歯科クリニック　診療室 山口県 防府市大字田島1485-6 田中　一成 ハート歯科クリニック 0835-28-8637 0835-28-8637 hdc@heartshika.jp
ハート歯科クリニック
院長　田中　一成

山口県 防府市大字田島1485-6

984 クリスタル歯科　手術室 山口県 防府市田島663-10　１階 金成　雅彦 クリスタル歯科 0835-21-4180 0835-21-4140 kanechan@lemon.plala.or.jp
クリスタル歯科
院長　金成　雅彦

山口県 防府市田島663-10

985 庄野歯科診療所　手術室 徳島県 徳島市東山手町1-21-1　1階 庄野　太一郎 庄野歯科診療所 088-653-2037 088-653-2007 hello@shono-dental.jp
医療法人庄野歯科診療所 
理事長　庄野　太一郎

徳島県 徳島市東山手町1-21-1

986 板東歯科医院南昭和オフィス　プレミアルーム 徳島県 徳島市南昭和町3-50-1 板東伸幸 板東歯科医院南昭和オフィス事務部 088-655-6471 088-652-9647 info@bandodental.jp 板東伸幸 徳島県 徳島市南昭和町3-50-1

987 健生歯科　材料準備室 徳島県 徳島市北前川町5丁目10番地２F 吉田　雅彦 徳島健康生活協同組合　健生歯科　事務管理部門 088-655-3011 088-655-0749 y-wind@mf.pikara.ne.jp 徳島健康生活協同組合　理事長　児嶋誠一 徳島県 徳島市下助任町４丁目９番

988 かねとう歯科　診療室 香川県 さぬき市長尾西1378-5　1階 金藤　光浩 かねとう歯科 0879-52-0118 0879-52-0088 かねとう歯科　院長　金藤　光浩 香川県 さぬき市長尾西1378-5

989 医療法人優心会 大塚歯科医院　オペ室/特別診療室 香川県 丸亀市城東町1丁目2－39 ２F 大塚 秀人 大塚歯科医院 0877-24-6262 0877-24-6699 otuka-sika@yusinkai.or.jp
医療法人優心会
理事長　大塚 秀人

香川県 丸亀市城東町1丁目2－39

990 共立美容外科　高松院　手術室2 香川県 高松市サンポ－ト2-1　高松シンボルタワー9階 玉田洋 共立美容外科・歯科　広報（東京） 03-5354-0707 03-5354-0721 minamizaki@kyoritsu-biyo.com 共立美容外科　高松院院長　玉田洋 香川県 高松市サンポ－ト2-1　高松シンボルタワー9階

991
医療法人社団　哲樹会　真弓内科呼吸器科医院 処置検
査室

香川県 高松市塩上町2丁目2番6号、1階 真弓　哲二 真弓内科呼吸器科医院事務局 087-835-2321 087-835-2373
医療法人社団　哲樹会　真弓内科呼吸器科医
院 理事長　真弓哲二

香川県 高松市塩上町2丁目2番6号

992
医療法人社団グローバル会デンタルステーション宮脇町
歯科医院処置室

香川県 高松市宮脇町1丁目5-20 谷本佳彦 医療法人社団グローバル会事務局 087-842-1181 087-812-1133 jimukyoku@globalkai.or.jp
医療法人社団グローバル会デンタルステーショ
ン宮脇町歯科医院 理事長　石井弘之

香川県 高松市香西本町311

993
医療法人社団グローバル会デンタルステーションスマイル
歯科医院処置室

香川県 高松市郷東町134-1　西高松メディカルビルイーア4階 石井弘之 医療法人社団グローバル会事務局 087-842-1181 087-832-8889 jimukyoku@globalkai.or.jp
医療法人社団グローバル会デンタルステーショ
ンスマイル歯科医院 理事長　石井弘之

香川県 高松市香西本町311

994 美美歯科　手術室 香川県 高松市多肥下町1548-14　１階 田中　美美 美美歯科 087-867-3933 087-867-3934
医療法人社団佑逵会美美歯科
理事長　田中　美美

香川県 高松市多肥下町1548番地14

995 ピュア形成外科医院　手術室 香川県 高松市天神前５－６高松メディカルモール６階 井上　普文 医）白鳳会　ピュア形成外科医院 087-832-5811 087-832-5822 tinoue@miyake.or.jp
医療法人社団　白鳳会　ピュア形成外科医院
理事長　井上普文

香川県 高松市天神前５－６高松メディカルモール６階

996 いちはら歯科クリニック 診療室 香川県 高松市楠上町2-3-15 2F 市原　雅也 いちはら歯科クリニック 087-813-0118 087-813-0128 いちはら歯科クリニック　院長　市原 雅也 香川県 高松市楠上町2-3-15 2F

997 北村皮膚科医院 治療室 香川県 高松市木太町1861番地4 北村　征和 北村皮膚科医院 087-833-3762
医療法人社団北村皮膚科医院　理事長北村征
和

香川県 高松市木太町1861番地4

998 城本クリニック松山院 リカバリー室（２） 愛媛県
松山市大街道２丁目５番地９
久保豊ビル６Ｆ

999 医療法人聖美会　JOEクリニック（松山）手術室 愛媛県 松山市大街道一丁目4-1 医療法人聖美会JOEクリニック　事務局 06-6347-1231 06-6347-1233 manager@joeclinic.jp 医療法人聖美会 理事長　重本　譲 大阪府 大阪市北区曽根崎新地一丁目４番２０号

1000 カナザキ歯科 手術室 愛媛県 松山市南梅本町甲878-5　3階 金﨑　伸幸 カナザキ歯科 089-970-4182 089-970-8211 info@kanazaki.jp
医療法人仁和会 
理事長　金﨑　伸幸

愛媛県 松山市南梅本町甲878-5

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 25/31
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1001 なおる歯科　診療室 愛媛県 松山市平和通2丁目5-12 洲之内　直 なおる歯科 089-925-2696 089-923-1741 s706s0521@yahoo.co.jp
医療法人なおる歯科　
理事長　洲之内　直

愛媛県 松山市平和通2丁目5-12

1002 伊藤歯科医院　診察室 愛媛県 松山市余戸東四丁目1番1号　2階 伊藤　泰司 伊藤歯科医院 089-974-0204 089-973-8972 info@ito-sika.com
医療法人伊藤歯科医院
理事長　伊藤　泰司

愛媛県 松山市余戸東四丁目1番1号

1003 もりもと歯科クリニック　診療室 愛媛県 新居浜市宇高町3-1166-12　１階 森本　浩嗣 もりもと歯科クリニック 0897-36-1200 0897-36-1234 hiroshi.m.sm@brown.plala.or.jp
もりもと歯科クリニック　
院長　森本　浩嗣

愛媛県 新居浜市宇高町3-1166-12

1004 北村歯科医院　処置室 愛媛県 新居浜市若水町一丁目１番４号　２階 北村　好隆 北村歯科医院　受付 0897-65-3489 北村　好隆 愛媛県 新居浜市若水町一丁目１番４号

1005 おち歯科医院　診察作業室 愛媛県 西条市栄町250番地 ノールソレイユ紺屋町102号 越智 健太郎 おち歯科医院 0897-55-4088 0897-47-7598 kennono@icloud.com
おち歯科医院
院長　越智 健太郎

愛媛県
西条市栄町250番地 
ノールソレイユ紺屋町102号

1006 古味歯科医院　準備室 愛媛県 西条市壬生川92-5　1階 古味　伸一 古味歯科医院 0898-64-2111 0898-64-2111 komisika@lily.ocn.ne.jp
古味歯科医院　
院長　古味　伸一

愛媛県 西条市壬生川92-5　1階

1007 松原歯科医院　診療室 愛媛県 西条市大町709-5　1階 松原　秀憲 松原歯科医院 0897-55-1568 0897-55-9727 hidenori@dokidoki.ne.jp 松原歯科医院　松原　秀憲 愛媛県 西条市大町709-5

1008 村上記念病院　診療室 愛媛県 西条市大町739　1階 村上　徳夫 村上記念病院 0897-56-2300 0897-56-2337 izika@murakami-kinen.or.jp 社会医療法人社団更生会　理事長　村上　凡平 愛媛県 西条市大町739

1009 かめだ歯科クリニック　診療室 愛媛県 大洲市東若宮4-1 1F 亀田　創平 かめだ歯科クリニック 0893-25-0181 0893-57-6396 office@kameda-dental.info
かめだ歯科クリニック
院長　亀田　創平

愛媛県 大洲市東若宮4-1

1010 安光歯科　診療室 高知県 吾川郡いの町天王南2-1-1　1階 安光　秀人 安光歯科 088-891-6488 088-891-6488
医療法人大空会
理事長　安光 秀人

高知県 吾川郡いの町天王南2-1-1

1011 横川ひふ科クリニック処置室01 高知県 高知市介良乙１０４９高知東メディカルスクエア４階 横川真紀 横川ひふ科クリニック内事務局 088-856-8781 088-856-8782 横川真紀 高知県
高知市介良乙1049高知東メディカルスクエア４階
横川ひふ科クリニック

1012 田岡歯科・矯正歯科クリニック　手術室 高知県 高知市鴨部1-10-33 田岡　雄 田岡歯科・矯正歯科クリニック 088-843-6480 088-843-6481 info@taokadental.com 医療法人翔和会　理事長　田岡　雄 高知県
高知市鴨部1-10-33　田岡歯科・矯正歯科クリニッ
ク

1013 嶋本歯科医院　消毒準備室 高知県 高知市桜井町1-9-35 1階 嶋本　道晴 嶋本歯科医院 088-884-0418 088-882-0351 shimamoto-m@mri.biglobe.ne.jp 医療法人嶋本会　理事長　嶋本　道晴 高知県 高知市桜井町1-9-35

1014 医療法人薫風会　毛山病院　手術室 高知県 高知市知寄町１丁目２－２ 毛山　章 事務長　岡西　侯正 088-883-0515 088-884-5323 kunpukai@galaxy.ocn.ne.jp
医療法人薫風会　毛山病院
理事長　毛山　章

高知県 高知市知寄町１丁目２－２

1015 医療法人久会図南病院　診療室4.5.6 高知県 高知市知寄町1丁目5-15　１階 久　直史 医療法人久会図南病院　事務部 088-882-3126 088-882-3128 jimu_tonan@hisakai.or.jp 医療法人久会　理事長　久　直史 高知県 高知市知寄町1丁目5-15

1016 スウィートハートデンタルクリニック　手術室 高知県 高知市朝倉甲200－1 武政　賢洋 スウィートハートデンタルクリニック　歯科 088-840-0003 088-855-8333 takemasatakahiro@yahoo.co.jp
スウィートハートデンタルクリニック　院長　武政
賢洋

高知県 高知市朝倉甲200－１

1017 ソフィアデンタルクリニック　施術室 高知県 高知市北金田11-22　2F 濱田　正人 ソフィアデンタルクリニック 088-885-6480 088-885-6481 masato8148@yaemon.com
医療法人ソフィア
理事長　濱田　正人

高知県 高知市北金田11-22

1018 医療法人聖美会JOEクリニック（高知）手術室 高知県 高知市本町三丁目１番４号 医療法人聖美会JOEクリニック　事務局 06-6347-1231 06-6347-1233 manager@joeclinic.jp 医療法人聖美会 理事長　重本　譲 大阪府 大阪市北区曽根崎新地一丁目４番２０号

1019 国立大学法人高知大学医学部附属病院　薬剤部無菌室 高知県 南国市岡豊町小蓮185-1 横山　彰仁
国立大学法人高知大学医学部附属先端医療学推進セン
ター　臍帯血幹細胞研究班

088-880-2561 088-880-2435 citm@kochi-u.ac.jp
国立大学法人高知大学
　学長　脇口　宏

高知県 高知市曙町二丁目５番１号

1020 森本歯科診療所　診療室 高知県 南国市大埇甲1218　２階 前田　好正 森本歯科診療所 088-864-2365 088-864-1635 yoshima32@image.ocn.ne.jp
医療法人泰和会
理事長　前田　好正

高知県 南国市大埇甲1218

1021 久留米大学病院手術室(第16手術室） 福岡県 久留米市旭町67 大塚昌紀 久留米大学　心臓血管・内科 0942-35-3311 0942-31-7602
学校法人　久留米大学
理事長　神代正道

福岡県 久留米市旭町67

1022 久留米大学病院　歯科口腔医療センター　小手術室 福岡県 久留米市旭町67番地 楠川仁悟 久留米大学病院　歯科口腔医療センター　診療部長 0942-35-3311 0942-32-6278 kanrika@kurume-u.ac.jp
学校法人　久留米大学
理事長　神代　正道

福岡県 久留米市旭町67番地

1023 久留米大学病院　形成外科外来　診察・治療1・2 福岡県 久留米市旭町67番地　久留米大学病院　総合診療棟１階 力丸　英明 久留米大学病院　形成外科・顎顔面外科　診療部長 0942-35-3311 0942-32-6278 kanrika@kurume-u.ac.jp 学校法人　久留米大学　理事長　神代正道 福岡県 久留米市旭町67番地

1024 さやの木歯科　診療室（個室） 福岡県 久留米市安武町住吉468-1 境野秀宣 院長 0942-26-1336 0942-26-1336 sayanoki-dental@hotmail.co.jp 境野秀宣 福岡県 久留米市安武町住吉468-1

1025 佐々歯科口腔外科　オペ室 福岡県
久留米市花畑１－２３－２西鉄花畑駅２階　
佐々歯科口腔外科　オペ室

佐々孝之 佐々歯科口腔外科　オペ室 0942-46-4110 0942-46-4105 sasadaos@kumin.ne.jp 佐々歯科口腔外科　佐々孝之 福岡県 久留米市花畑１－２３－２西鉄花畑駅２階

1026 医療法人辻歯科医院　診療室 福岡県 久留米市御井町１６４７－６ 辻展弘 院長 0942-43-1323 0942-43-1327 tsuji_dent@yahoo.co.jp 医療法人辻歯科医院　理事長　辻展弘 福岡県 久留米市御井町１６４７－６

1027 久留米大学医療センター　生化学検査室 福岡県
久留米市国分町155-1 　久留米大学医療センター　入院･
外来管理棟2階

井野　康
久留米大学医療センター　足病変（フットケア）・皮膚潰瘍治
療外来　診療科長

0942-22-6111 0942-22-6533 mckanri@kurume-u.ac.jp 学校法人　久留米大学　理事長　神代　正道 福岡県 久留米市旭町67番地

1028 わたなべ歯科医院　診療室 福岡県 久留米市国分町291-1　1階 渡辺　庄一 わたなべ歯科医院 0942-27-5007 0942-27-5008 info@watanabe-shika.info
わたなべ歯科医院
院長　渡辺　庄一

福岡県 久留米市国分町291-1

1029 吉松歯科医院　特診室 福岡県 久留米市篠山町２５２－２ 吉松俊明 PRP・PPP　担当 0942-34-1311 吉松歯科医院 吉松俊明 福岡県 久留米市篠山町２５２－２

1030 ゆめﾋﾞｭｰﾃｨｰｸﾘﾆｯｸ　オペ室 福岡県
久留米市新合川1-3-30ゆめタウン久留米店2階ｸﾘﾆｯｸ
ｿﾞｰﾝ

中野友香 ゆめﾋﾞｭｰﾃｨｰｸﾘﾆｯｸ 0942-44-7060 0942-44-7015 info@yumebeauty.com 一般社団法人　清美会　代表理事　藤田　忠義 福岡県 福岡市中央区大名二丁目1番18号

1031 はまだ歯科医院　診療室 福岡県 久留米市大善寺町宮本1505 1階 濱田　法康 はまだ歯科医院 0942-26-2722 0942-26-2731 hamachan@mx71.tiki.ne.jp
はまだ歯科医院
院長　濱田　法康

福岡県 久留米市大善寺町宮本1505

1032 一番街総合診療所　再生医療研究室 福岡県
久留米市東町25の30
MYMファーストステージ　２F

細川　博司 一番街総合診療所 0942-46-0177 0942-46-0178 ichibangaisogoclinic@yahoo.co.jp
医療法人保医会 一番街総合診療所　理事長
細川　博司

福岡県 久留米市東町25の30

1033 きたしま歯科・矯正歯科クリニック　特診室 福岡県 久留米市東町３４－５１ 北嶋　禎治 きたしま歯科・矯正歯科クリニック　再生医療担当 0942-33-1836 0942-32-6022 北嶋　禎治 福岡県 久留米市東町３４－５１

1034 田中歯科医院　滅菌消毒室 福岡県 久留米市東和町１番地６ 田中義治 医院長 0942-38-5511 0942-38-5517 masaya88@agate.plala.or.jp 田中義治 福岡県 久留米市東和町１番地６

1035 緒方歯科医院　診療室 福岡県 久留米市日吉町5-35 緒方　利信 緒方歯科医院 0942-32-8044 0942-32-8044 緒方歯科医院　緒方　利信 福岡県 久留米市日吉町5-35

1036 鳥飼寺崎歯科医院　専用室 福岡県 久留米市梅満町961-1 寺崎　茂 鳥飼寺崎歯科医院 0942-38-3267 092-432-1009 s.terasaki.03s@nifty.com 鳥飼寺崎歯科医院　寺崎　茂 福岡県 久留米市梅満町961-1

1037 うりゅう歯科医院　診療室 福岡県 古賀市中央5-1-7 1階 瓜生　正 うりゅう歯科医院 092-941-6480 092-941-6481
医療法人惠昌会
理事長　瓜生　正

福岡県 古賀市中央5-1-7

1038 ほりデンタルクリニックホワイトエッセンス　手術室 福岡県 糸島市神在1392-27　1階 堀 洋一 ほりデンタルクリニックホワイトエッセンス 092-324-8118 092-324-8118 seishin-horiden@angel.ocn.ne.jp
医療法人誠心
理事長　堀 洋一

福岡県 糸島市神在字大新開1392番27

1039 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院　手術室 福岡県 春日市須玖北4丁目5番地　3階 海江田　令次 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院　治験センター 092-573-6622 092-588-1182 mizota@csf.ne.jp

1040 いわさき歯科　診療室 福岡県 小郡市力武255番地12 岩﨑　友裕 医院長 0942-75-2712 0942-75-2713 ogori35@yahoo.co.jp
医療法人　裕心会　いわさき歯科　理事長　岩
﨑　友裕

福岡県 小郡市力武255番地12

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 26/31



再生医療等安全性確保法第40条第１項の規定により届出された細胞培養加工施設の一覧 平成28年5月31日現在

都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

1041 あつさか歯科クリニック　診療室 福岡県
大牟田市本町4-5-22　２階

阿津坂　崇士 あつさか歯科クリニック 0944-51-1620 0944-51-1620 あつさか歯科クリニック  院長 阿津坂　崇士 福岡県 大牟田市本町4-5-22

1042 安東歯科医院　手術室 福岡県 大野城市瓦田1-16-12　1F 安東　俊夫 安東歯科医院 092-574-3555 092-574-3555 info@ando-dc.jp
安東歯科医院
院長　安東　俊夫

福岡県 大野城市瓦田1-16-12

1043 くぼ歯科クリニック　特診室（2） 福岡県 大野城市平野台1-17-8　2階 久保 守 くぼ歯科クリニック 092-596-3775 092-596-3785 kuboshika.1986@gmail.com
くぼ歯科クリニック　
院長　久保 守

福岡県 大野城市平野台1-17-8

1044 いいづか歯科　診療室 福岡県 筑紫郡那珂川町片縄10-10-3　2階 飯塚 俊雄 いいづか歯科 092-953-6480 092-953-6480 info@iizukadc.com
いいづか歯科
院長　飯塚 俊雄

福岡県 筑紫郡那珂川町片縄10-10-3

1045 医療法人恵志会　松岡歯科医院 1階　オペ室 福岡県
中間市中間三丁目16番10号
医療法人恵志会　松岡歯科医院 1階オペ室

松岡　孝治 医療法人恵志会　松岡歯科医院  1階オペ室 093-245-8217 093-245-1123 makoji@grace.ocn.ne.jp
医療法人恵志会　
理事長　松岡　孝治

福岡県 中間市中間三丁目16番10号

1046 むらおか歯科医院　手術室 福岡県 朝倉市一木1146-1　1階 村岡　卓也 むらおか歯科医院 0946-24-8861 0946-24-8863 info@asakura-muraoka.com
医療法人瑞帆会　
理事長　村岡　卓也

福岡県 朝倉市一木字新替1146-1

1047 あさくらデンタルケアクリニック　レントゲン室 福岡県 朝倉市屋永1767-1　1F 田中　誠一 あさくらデンタルケアクリニック 0946-21-8001 0946-21-8002 seiichi-t@mug.biglobe.ne.jp
あさくらデンタルケアクリニック
院長　田中　誠一

福岡県 朝倉市屋永1767-1

1048 医療法人ルピナス　冨田歯科医院　細胞培養加工施設 福岡県 朝倉市甘木187番地の1 1F 冨田　正博 理事長 0946-23-2588 0946-23-2589 info@tomita-dc.jp 医療法人ルピナス　理事長　冨田　正博 福岡県 朝倉市甘木187番地の1

1049 フジタ歯科医院　診療室 福岡県 直方市下新入624-4 1階 藤田　勝也 フジタ歯科医院 0949-28-3636 0949-28-3636 fujitak@orange.ocn.ne.jp
フジタ歯科医院
院長　藤田　勝也

福岡県 直方市下新入624-4

1050 あかま歯科クリニック　診療室 福岡県
直方市感田1887-13　１階

赤間　功 あかま歯科クリニック 0949-26-8117 0949-26-8123 i-akama@spice.ocn.ne.jp
あかま歯科クリニック
院長　赤間　功

福岡県
直方市感田1887-13

1051 まつしま歯科医院　特別診療室 福岡県 粕屋郡新宮町桜山手1-2-1　1F 松嶋　典彦 まつしま歯科医院 092-962-5218 092-962-5258 info@matsushima-dental.com
医療法人まつしま歯科医院
理事長　松嶋　典彦

福岡県 糟屋郡新宮町桜山手一丁目2番1号

1052 おおくま歯科医院　診察室 福岡県 八女市立花町北山1088-1 大熊　一徳 おおくま歯科医院　受付 0943-22-3550 0943-22-3639 bigbear.1966223@r9.dion.ne.jp 大熊　一徳 福岡県 八女市立花町北山1088-1

1053 学校法人　福岡大学病院　細胞調製室 福岡県
福岡市城南区七隈七丁目45番1号
福岡大学病院西別館4階

小玉　正太 再生・移植学講座 092-801-1011 092-801-1019 saiseiishoku@fukuoka-u.ac.jp 学校法人　福岡大学　理事長　田中　浩二 福岡県 福岡市城南区七隈八丁目19番1号

1054 岡部歯科医院　診療室 福岡県 福岡市城南区別府 4 丁目2-28　1階 岡部　千香夫 092-821-9420 092-821-5220
岡部歯科医院
岡部　千香夫

福岡県
福岡市城南区別府 4 丁目2-28

1055 藤崎駅ビル歯科　診療室 福岡県 福岡市早良区藤崎1-1-40 藤崎駅ビル5F 文森　健一 藤崎駅ビル歯科 092-843-3981 092-843-3991 nulogic@me.com
藤崎駅ビル歯科
院長　文森　健一

福岡県
福岡市早良区藤崎1-1-40 
藤崎駅ビル5F

1056 ばば歯科クリニック　診療室 福岡県 福岡市早良区百道浜2-1-22　SRPビル1F 馬場　正英 ばば歯科クリニック 092-852-3422 092-852-3423 infobabadc@gmail.com
ばば歯科クリニック
院長　馬場　正英

福岡県
福岡市早良区百道浜2-1-22　
SRPビル1F

1057 品川スキンクリニック　福岡院 （　準備室　） 福岡県 福岡市中央区今泉一丁目20番2号　天神MENTビル2階 事務所 03-5715-2353 03-3458-4080 ogasawara@shinagawa.com 医療法人社団　翔友会　理事長　綿引　一 東京都 港区港南２丁目６番３号　シントミビル８階

1058 ブリスクリニック調剤室 福岡県 福岡市中央区清川1-9-20-3階ブリスクリニック 田尻豊和 手術部 092-791-1441 092-791-1411 dr-tajiri@bliss-clinic.com 田尻豊和 福岡県 福岡市中央区清川1-9-20-3階ブリスクリニック

1059 行徳形成外科　手術室 福岡県 福岡市中央区西中洲4-14 行徳博英 行徳形成外科 092-733-3553 092-733-3560 Infofukuoka@gyotoku.co.jp 行徳形成外科　院長　行徳博英 福岡県 福岡市中央区西中洲4-14

1060 城本クリニック福岡院　処置室 福岡県 福岡市中央区大名１－１２－５２　ＣＥＰＡビル２Ｆ

1061
医療法人社団　美翔会　聖心美容クリニック　福岡院手術
室

福岡県 福岡市中央区大名1-1-38　サウスサイドテラス4階 美原寿之 運営支援部 03-5770-5292 03-5770-5606 sanae@mediclude.jp
医療法人社団　美翔会
理事長　鎌倉達郎

東京都 港区六本木6-6-9　ピラミデビル2階

1062 アテナクリニック福岡　手術室 福岡県
福岡市中央区大名2-1-18
 BROOM Fukuokaビル 3階

藤田　忠義 アテナクリニック福岡　事務 092-401-2066 092-401-2069 noda.daisuke@lime.plala.or.jp 一般社団法人　清美会　代表理事　藤田　忠義 福岡県
福岡市中央区大名2-1-18 BROOM Fukuokaビル 3
階

1063 AGAルネッサンスクリニック福岡院　処置室1 福岡県 福岡市中央区大名2-1-35トライエント山崎ビル8Ｆ 長井　正寿 湘南美容外科クリニック　西日本事業部
050-5865-
5960

06-6450-8175 tomoya.tanaka@sbc.or.jp
医療法人　湘美会
理事長　相川佳之

東京都
新宿区西新宿六丁目5番1号
新宿アイランドタワー12階

1064 西鉄グランドホテル前オレンジ歯科　診療室 福岡県 福岡市中央区大名2-7-3　WEDGEビルB1F 西鉄グランドホテル前オレンジ歯科 092-717-6874 092-717-6875
医療法人永孝会
理事長　八丁　裕次

山口県 下関市伊倉新町3-1-1

1065 藤野クリニック処置室 福岡県 福岡市中央区大名2-7-3ウエッジビル5Ｆ 藤野　百代 藤野　百代 092-737-2535 092-737-2540 info@fukuoka-beauty.com 藤野　百代 福岡県 福岡市中央区大名2-7-3ウエッジビル5Ｆ

1066 セレンクリニック福岡CPC 福岡県 福岡市中央区天神1-2-12　天神122ビル4階 高橋　秀徳 事務 川上 健太郎 03-6206-3849 医療法人社団医創会　土橋　正 東京都
千代田区有楽町2－7－1
有楽町駅前ビルディング 11階

1067 医療法人Yanaga CLinic・組織再生研究所 福岡県 福岡市中央区天神1-2-12天神122ビル3F 092-737-1177 092-737-1178 福岡県
福岡市中央区天神1-2-12
天神122ビル3F

1068 船越歯科医院　エックス線室・CT室 福岡県
福岡市中央区天神1-4-1 
西日本新聞会館15階

船越　栄次 船越歯科医院 092-771-1087 092-771-2474
船越歯科医院
院長　船越　栄次

福岡県
福岡市中央区天神1-4-1 
西日本新聞会館15階

1069 湘南美容外科クリニック福岡院　処置室3 福岡県 福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ オフィス棟7階 竹内 直生 湘南美容外科クリニック西日本事業部
050-5865-
5960

06-6450-8175 tomoya.tanaka@sbc.or.jp
医療法人　湘美会
理事長　相川佳之

東京都
新宿区西新宿六丁目5番1号
新宿アイランドタワー12階

1070 佐野クリニック 手術室 福岡県
福岡市中央区天神２－７－９
天神27ビル　6階

佐野　徹 092-751-0333 092-781-0330 sanoclinic0506@gmail.com 佐野　徹 福岡県
福岡市中央区天神２－７－９
天神27ビル　6階

1071
医療法人愛美会　松林景一美容クリニック天神　（　中材
室　）

福岡県 福岡市中央区天神二丁目８番３８号　協和ビル４階

1072 医療法人平沼整形外科処置室 福岡県 福岡市東区松崎３丁目３３－４１ 平沼成一 医療法人平沼整形外科（院長） 092-672-5600 092-672-5646 hiranuma@mx2.tiki.ne.jp
医療法人平沼整形外科
理事長　平沼成一

福岡県 福岡市東区松崎３丁目３３－４１

1073 ＳＣクリニック福岡　細胞培養加工施設 福岡県 福岡市東区松島6丁目14番12号　１階、２階 中間健 ＳＣクリニック福岡　培養加工部門 092-627-2888 092-627-2877 nsc-cl@fitcall.ne.jp
医療法人社団サンセール会
理事長　中間健

福岡県 福岡市東区松島6丁目14番12号

1074 医療法人福和会　別府歯科医院　1階オペ室 福岡県
福岡市東区千早4丁目27-1　D’グラフォート1F
医療法人福和会　別府歯科医院　1階オペ室

別府謙次 092-663-1118 092-663-1183
医療法人福和会
理事長　別府和泉

福岡県 福岡市東区千早4丁目27-1

1075
九州大学先端医療イノベーションセンター細胞調製セン
ター（略称　CAMI-CPC）

福岡県
福岡市東区馬出３－１－１　九州大学先端医療イノベー
ションセンター　４階

飯野　忠史 九州大学企画部馬出地区研究支援室運営支援係 092-642-6871 092-642-6405 mdtsien@jimu.kyushu-u.ac.jp 国立大学法人九州大学　総長　久保　千春 福岡県 福岡市東区箱崎６－１０－１

1076 はらだ歯科医院　消毒準備室 福岡県 福岡市東区和白丘4丁目20-26　2階 原田 武洋
はらだ歯科医院

092-606-6761 092-606-6763 harada@haradashika.net
はらだ歯科医院
院長　原田 武洋

福岡県 福岡市東区和白丘4丁目20-26

1077 福岡和白病院 一般検査室 福岡県 福岡市東区和白丘二丁目２番７５号１階 吉木　伸子 医事課 092-608-0001 092-608-1550 ijika@f-wajirohp.jp 社会医療法人財団池友会　理事長　蒲池　眞澄 福岡県 福岡市東区和白丘二丁目２番７５号

1078
公立学校共済組合九州中央病院　歯科口腔外科外来診
察室

福岡県 福岡市南区塩原3丁目23番1号 飯田　三雄 医療情報管理室 092-541-4936 092-541-4540 y-shiotsuka@kyushu-ctr-hsp.com
公立学校共済組合
理事長　玉井　日出夫

東京都 千代田区神田駿河台2-9-5

1079 うらかわ歯科医院 診療室 福岡県 福岡市南区長丘2-1-5　１Ｆ 浦川　修 うらかわ歯科医院（院長） 092-552-8588 浦川　修 福岡県 福岡市南区長丘2-1-5

1080 やまだホワイトクリニック歯科　特別診療室⑤ 福岡県 福岡市博多区古門戸町１０－２３-1F 山田友康 理事長　山田友康 092-282-4617 info@yamada-white.jp
医療法人　友知会　やまだホワイトクリニック歯
科　理事長　山田友康

福岡県 福岡市博多区古門戸町１０－２３

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 27/31



再生医療等安全性確保法第40条第１項の規定により届出された細胞培養加工施設の一覧 平成28年5月31日現在

都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

1081 行徳ひふ科クリニック処置室 福岡県
福岡市博多区上呉服町10-10
呉服町ビジネスセンター208号

行徳　隆裕 行徳ひふ科クリニック院長 092-262-6801 092-262-6802 行徳　隆裕 福岡県 福岡市博多区上呉服町10-10-208

1082 ザ･インプラントクリニック福岡　診療室 福岡県 福岡市博多区博多駅前2-18-25　ホテル日航福岡B1F 田坂 友紀子 ザ･インプラントクリニック福岡 092-477-1107 092-477-1117 implatcfukuoka@gmail.com
ザ･インプラントクリニック福岡
院長　田坂 友紀子

福岡県
福岡市博多区博多駅前2-18-25　
ホテル日航福岡B1F

1083 福岡歯科大学口腔医療センター　手術室 福岡県
福岡市博多区博多駅前３丁目２番１号　日本生命博多駅
前ビル1Ｆ

古賀　千尋 事務課 092-409-1050 092-409-1051 codjimu@college.fdcnet.ac.jp 学校法人　福岡学園　理事長　水田　祥代 福岡県 福岡市早良区田村２丁目１５番１号

1084
医療法人社団MEDIAGEメディアージュクリニック福岡　処
置室

福岡県
福岡市博多区博多駅前二丁目17番1号　博多プレステー
ジ別館6階

医療法人社団MEDIAGE　理事長　富島　隆裕 東京都
渋谷区恵比寿西1丁目12番12号
ルネスE.B.I 6階

1085 ワンデイスマイルインプラントクリニック　手術準備室 福岡県 福岡市博多区博多駅東1-13-17　4F 岡村　昭三 ワンデイスマイルインプラントクリニック 092-411-8800 092-411-8805 yoichitsuboi@iris.eonet.ne.jp
医療法人はるおかメディカルグループ
理事長　春岡　龍男

福岡県
福岡市博多区博多駅東一丁目13-17
松岡ビル4階

1086 渡辺歯科口腔外科　手術室 福岡県
福岡市博多区博多駅東１丁目１３－３１
駅東サンシティビル４階

渡邉 哲章 渡辺歯科口腔外科 092-481-0511 092-481-0510 watanabedc@lily.ocn.ne.jp
医療法人渡辺歯科口腔外科
理事長　渡邉 哲章

福岡県 福岡市博多区博多駅東一丁目13番31号4階

1087 ゲン歯科クリニック　手術室 福岡県 福岡市博多区博多駅東2-2-13 博多駅前ビル5F 元　永三 ゲン歯科クリニック 092-471-0110 092-414-5472 post@gen-dc.com
ゲン歯科クリニック
院長　元　永三

福岡県
福岡市博多区博多駅東2-2-13 
博多駅前ビル5F

1088 医療法人社団かさい歯科医院　1階手術室 福岡県
福岡市博多区麦野一丁目29番8号
医療法人社団かさい歯科医院　1階手術室

葛西 秀夫 医療法人社団かさい歯科医院　1階手術室 092-581-0796 092-573-6111 info@kasai-dental.com
医療法人社団かさい歯科医院
理事長　葛西 秀夫

福岡県 福岡市博多区麦野一丁目29番8号

1089 ふるいち歯科クリニック・手術室 福岡県 北九州市若松区白山1丁目9-18-2F 古市卓也 ふるいち歯科クリニック院長・古市卓也 093-771-8002 093-771-8000 takuya-furuichi@kyudai.jp ふるいち歯科クリニック・代表：古市卓也 福岡県 北九州市若松区白山1-9-18

1090 もり歯科医院　1階　手術室 福岡県
北九州市小倉南区中貫1丁目14-13
もり歯科医院　1階　手術室

森裕之 もり歯科医院　1階　手術室 093-472-0775 093-472-1083 morisika@jp.bigplanet.com
もり歯科医院 
院長　森裕之

福岡県 北九州市小倉南区中貫1丁目14-13

1091 みはし歯科医院　診療室 福岡県 北九州市小倉南区北方1-16-3　２F 三橋　哲哉 みはし歯科医院 093-941-0030
みはし歯科医院
院長　三橋　哲哉

福岡県 北九州市小倉南区北方1-16-3

1092 湘南美容外科クリニック小倉院　処置室1 福岡県
北九州市小倉北区室町1-1-1-50 リバーウォーク北九州
5F 503S

平田 麻梨子 湘南美容外科クリニック西日本事業部
050-5865-
5960

06-6450-8175 tomoya.tanaka@sbc.or.jp
医療法人　湘美会
理事長　相川佳之

東京都
新宿区西新宿六丁目5番1号
新宿アイランドタワー12階

1093 医療法人　正和会　まきはら歯科医院　調製室 福岡県 北九州市八幡西区千代ヶ崎１丁目４－１１ 槙原　正人 医療法人　正和会　まきはら歯科医院 093-602-0108 093-602-0108
医療法人　正和会　まきはら歯科医院
理事長　槙原正人

福岡県 北九州市八幡西区千代ヶ崎1丁目４－１１

1094 関門トンネル前オレンジ歯科　診察室 福岡県 北九州市門司区東本町1-7-18　運海ビル1F 関門トンネル前オレンジ歯科 093-332-6874 093-332-7164
医療法人永孝会
理事長　八丁　裕次

山口県 下関市伊倉新町3-1-1

1095 医療法人愛歯会國谷歯科医院　診療室 佐賀県 伊万里市東山代町里1028番地7 國谷　好高 院長 0955-28-4668 0955-28-4680 mai1yosiyuki2misao@gmail.com
医療法人愛歯会國谷歯科医院
理事長　國谷　好高

佐賀県 伊万里市東山代町里1028番地7

1096 はっとり歯科医院　手術室 佐賀県 佐賀市大和町尼寺二本松2900番地1　1F 服部 康治 はっとり歯科医院 0952-62-1261 0952-62-8047 hatt2525@poppy.ocn.ne.jp
医療法人祥和会
理事長　服部 康治

佐賀県
佐賀市大和町大字尼寺字二本松2900番地1

1097 医療法人　中尾医院　手術室 佐賀県 佐賀市中央本町1-22　手術室 中尾　偕主 メディカルスキンケアフロア 0952-23-3080 0952-23-5513 info@nakao-c.com
医療法人　中尾医院
中尾　偕主

佐賀県 佐賀市中央本町1-22

1098 福地歯科医院　診療室 佐賀県 佐賀市鍋島3-2-14 1F 福地　康浩 福地歯科医院 0952-31-4980 0952-31-4980 fukuyobu@jeans.ocn.ne.jp
福地歯科医院
院長　福地　康浩

佐賀県 佐賀市鍋島3-2-14

1099 佐賀大学医学部附属病院　手術室 佐賀県 佐賀市鍋島五丁目１番１号 上村　哲司 佐賀大学医学部総務課 0952-34-3315 0952-34-2011 medsosou@mail.admin.saga-u.ac.jp 国立大学法人佐賀大学　学長　宮﨑　耕治 佐賀県 佐賀市本庄町1番地

1100 元町歯科診療所　特診室 佐賀県
鳥栖市元町1300-1
元町歯科診療所 1F

古賀敏久 元町歯科診療所　インプラント担当 0942-82-4141 0942-84-0857 dental.motomachi@gmail.com 古賀　敏久 佐賀県 鳥栖市元町1300-1

1101 藤戸歯科医院診療室 佐賀県 鳥栖市今泉町2537-3 藤戸　礼子 藤戸歯科医院 0942-85-0100 藤戸歯科医院　藤戸　礼子 佐賀県 鳥栖市今泉町2537-3

1102 弥生が丘ソラーレ歯科医院　処置室 佐賀県 鳥栖市弥生が丘5丁目213番1階 岩元知之 外来診療部 0942-83-8003 0942-83-8004 岩元知之 佐賀県 鳥栖市弥生が丘５丁目213番1階

1103 鶴田歯科医院　診療室 長崎県 雲仙市愛野町乙485-1　１階 鶴田　博文 鶴田歯科医院 0957-36-7611 0957-36-7622 tsurutsurutsuruta0202@gmail.com
医療法人良陽会
理事長　鶴田　博文

長崎県 雲仙市愛野町乙485-1

1104 長富歯科医院　診察室 長崎県 佐世保市若葉町7-34  2F 長富　浩一郎 長富歯科医院 0956-31-4530 0956-31-4533 apache156@af.wakwak.com
長富歯科医院
院長　長富 浩一郎

長崎県 佐世保市若葉町7-34

1105 あずま歯科医院 処置室 長崎県 佐世保市瀬戸越2丁目19-5　１階 東 大智郎 あずま歯科医院 0956-49-7000 0956-49-7002 azuma0007@icloud.com 医療法人 あずま歯科医院 理事長 東 大智郎 長崎県 佐世保市瀬戸越2丁目19-5

1106 桝屋歯科医院　手術室 長崎県 長崎市江戸町6-5 江戸町センタービル 2F 桝屋　順一 桝屋歯科医院 095-816-3948 095-816-3959 jmasuya2@mac.com
桝屋歯科医院
桝屋　順一

長崎県 長崎市江戸町6-5 江戸町センタービル 2F

1107 長崎大学病院細胞プロセシングセンター 長崎県
長崎市坂本1-7-1 2階
 国立大学法人　長崎大学  長崎大学病院

長井一浩 国立大学法人　長崎大学 長崎大学病院　細胞療法部 095-819-7455 095-819-7457 agwkn@nagasaki-u.ac.jp 国立大学法人　長崎大学 学長 片峰　茂 長崎県 長崎市文教町1-14

1108 城本クリニック長崎院　リカバリー室 長崎県
長崎市宝町２－２６　ベストウエスタンプレミアホテル長崎
１Ｆ

1109 いなざわ歯科医院　診療室 長崎県 平戸市田平町里免136-1 稲澤　浩晃 いなざわ歯科医院 0950-57-3337 0950-57-3326
いなざわ歯科医院
稲澤　浩晃

長崎県 平戸市田平町里免136-1

1110 熊本パール総合歯科クリニック　宇土院　準備コーナー 熊本県 宇土市高柳町字島之内20-9　１階 前田　明浩 熊本パール総合歯科クリニック宇土院 0964-53-9898 0964-53-9880 maedaakihiro@r7.dion.ne.jp
医療法人社団エステティックライン
理事長　前田　明浩

熊本県 熊本市東区健軍3-24-22

1111 こんどう歯科医院　オペ室 熊本県 菊池郡大津町陣内1154-4 1階 近藤　健之 こんどう歯科医院　クリニカルコーディネーター部門 096-213-4415 096-213-4413 kondoudc.kumamoto@gmail.com
医療法人社団　健優会 こんどう歯科医院
理事長　近藤健之

熊本県 菊池郡大津町陣内1154-4

1112 川﨑歯科医院　手術室 熊本県 熊本市安政町2－26 川嵜　俊明 川﨑歯科医院 096-352-8008 096-352-8012 川﨑歯科医院　川嵜　俊明 熊本県 熊本市安政町2－26

1113 たじり歯科クリニック　診療室 熊本県 熊本市西区出町4-19　1階 田尻　征久 たじり歯科クリニック 096-288-1720 096-288-1721
医療法人社団侑桜会　
理事長　田尻　征久

熊本県 熊本市西区出町4番19号

1114 品川スキンクリニック　熊本院 　( 　準備室　） 熊本県 熊本市中央区紺屋今町1番1号　シティ12ビル5階 長島　秀幸 事務所 03-5715-2353 03-3458-4080 ogasawara@shinagawa.com 医療法人社団　翔友会　理事長　綿引　一 東京都 港区港南２丁目６番３号　シントミビル8階

1115 伊東歯科口腔病院　臨床検査室 熊本県 熊本市中央区子飼本町4－14　3階 伊東　隆三 伊東歯科口腔病院　事務局 096-343-0377 096-341-1130 t.sagara@itoh-dh.or.jp 医療法人伊東会　理事長　伊東　隆利 熊本県 熊本市中央区子飼本町4－14

1116 共立美容外科熊本　手術室 熊本県
熊本市中央区水通町5ー21　コスギ不動産水道町ビル5
階

山田　雅明 共立美容外科熊本　事務長 096-323-8021 096-232-8070 kumamoto@kyoritsu-biyo.com 共立美容外科熊本　院長　山田雅明 熊本県
熊本市中央区水通町5ー21
コスギ不動産水道町ビル5階

1117 医療法人徳祐会　やまさき歯科医院 3階　診療室 熊本県 熊本市中央区南熊本四丁目7番19号 山崎芳徳 医療法人徳祐会　やまさき歯科医院 3階　診療室 096-366-5036 096-362-5424
医療法人徳祐会 
理事長　山崎芳徳

熊本県 熊本市中央区南熊本四丁目7番19号

1118 熊本大学医学部附属病院　皮膚科病棟　光線検査室 熊本県 熊本市中央区本荘1丁目1番1号　西病棟10階 尹　浩信 熊本大学医学部附属病院　事務部　企画経営ユニット 096-373-5966 096-373-5906 byi-senshin@jimu.kumamoto-u.ac.jp
国立大学法人熊本大学
　学長　原田　信志

熊本県 熊本市中央区黒髪二丁目３９番１号

1119 熊本パール総合歯科クリニック　健軍院　コンサルルーム 熊本県 熊本市東区健軍3-24-22　１階 前田　明浩 熊本パール総合歯科クリニック　健軍院 096-369-5350 096-369-5349 maedaakihiro@r7.dion.ne.jp
医療法人社団エステティックライン
理事長　前田　明浩

熊本県 熊本市東区健軍3-24-22

1120 ひじい歯科医院　診療室 熊本県 熊本市東区戸島西１－２７－２１ 1階 肘井　啓一郎 院長 096-369-2244 096-369-2246 kei1dds@gmail.com ひじい歯科医院　院長　肘井　啓一郎 熊本県 熊本市東区戸島西１－２７－２１

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 28/31



再生医療等安全性確保法第40条第１項の規定により届出された細胞培養加工施設の一覧 平成28年5月31日現在

都道府県 所在地 都道府県 住所
番号 細胞培養加工施設の名称

細胞培養加工施設の所在地 特定細胞加工物製造事業者の住所

施設管理者
の氏名

担当部署 電話番号 FAX番号 電子メールアドレス 特定細胞加工物製造事業者の氏名

1121 三隅歯科クリニック　オペ室 熊本県 熊本市東区長嶺南4-11-143 三隅　賢祐 三隅歯科クリニック 096-374-6480 096-374-8020 undergrand333@yahoo.co.jp 三隅　賢祐 熊本県 熊本市東区長嶺南4-11-143

1122 加勢川橋歯科医院　診療室 熊本県 熊本市南区川尻6-5-7　1階 野田　信夫 加勢川橋歯科医院 096-211-7572 096-211-7573 n-noda@dd.iij4u.or.jp
加勢川橋歯科医院　
院長　野田　信夫

熊本県 熊本市南区川尻6-5-7

1123 せきかつひろ歯科口腔クリニック　手術室 熊本県 熊本市南区馬渡2-1-1　1階 関 勝宏 せきかつひろ歯科口腔クリニック 096-377-1188 096-377-1180 info@seki-oadc.jp
せきかつひろ歯科口腔クリニック
院長　関 勝宏

熊本県 熊本市南区馬渡2-1-1

1124 新地ハロー歯科診療所　手術室 熊本県 熊本市北区清水新地6-6-7　1F 長　也寸志 新地ハロー歯科診療所 096-337-3686 096-337-3586 hello.yasushi@gmail.com
医療法人社団友志会
理事長　長　也寸志

熊本県 熊本市北区清水新地六丁目6番7号

1125 ありむら歯科医院　手術室 熊本県 上益城郡嘉島町1836-2 有村　嘉人 ありむら歯科医院 096-235-4618 096-235-4619 arimura-shika@keh.biglobe.ne.jp
ありむら歯科医院
有村　嘉人

1126
リハビリテーションセンター　熊本回生会病院　臨床検査
室

熊本県 上益城郡嘉島町大字鯰字皆根1880番 １階 鬼木　泰博 熊本回生会病院　医事課 096-237-1133 096-237-2252 iji@reha-kaiseikai.or.jp 医療法人回生会　理事長　鬼木　泰博 熊本県 上益城郡嘉島町大字鯰字皆根1880番

1127 ヒルズ歯科クリニック　消毒室 熊本県 八代市西片町2000-9 阿川　健太郎 ヒルズ歯科クリニック 0965-45-9488 0965-45-9488 sp8t37f9@vivid.ocn.ne.jp
ヒルズ歯科クリニック  阿川　健太郎

熊本県 八代市西片町2000-9

1128 こながわ歯科医院消毒準備コーナー 大分県 臼杵市大字臼杵2-107-757 小名川良輔 こながわ歯科医院 0972-63-2121 0972-63-2136 konachan@us.oct-net.jp 小名川良輔 大分県 臼杵市大字臼杵2-107-757

1129 コムロ美容外科　大分院手術室 大分県
大分市　府内町1-3-18
ポラリス府内２F

溝口　直 事務 097-513-0077 097-513-6556 oitakomuro@566566.jp
医療法人　Real the world
理事長　小室　好一

大分県
大分市府内町１－３－１８
ポラリス府内２F

1130 タカサゴデンタルオフィス　診療室 大分県
大分市高砂町1番5号　大川産婦人科・小児科　高砂ビル
7階

近藤　剛史 タカサゴデンタルオフィス 097-594-5004 097-594-5008 info@takasago-do.jp 近藤　剛史 大分県
大分市高砂町1番5号
大川産婦人科・小児科　高砂ビル7階

1131 アリナガ美容外科　手術室 大分県 大分市中央町２丁目8-10　ヴィアレ・テッツォ2F 在永　光行 院長 097-538-1911 097-538-2202 clinic@ari-biyo.com
医療法人　光永会
理事長　在永　光行

大分県 大分市中央町２丁目8-10　ヴィアレ・テッツォ2F

1132 牧野皮膚科形成外科内科医院 手術室 大分県 大分市明野東二丁目３２番２７号 牧野太郎 事務 097-558-6588 097-558-8563 makino0408@gmail.com 医療法人純医会 理事長 牧野純造 大分県 大分市明野東二丁目３２番２７号

1133 大分県済生会日田病院　歯科口腔外科外来診察室 大分県 日田市大字三和643番地の7 西田　敬 大分県済生会日田病院　総務課 0973-24-1100 0973-22-1269
社会福祉法人恩賜財団済生会
理事長　炭谷　茂

東京都 港区三田一丁目4番28号

1134 安部徹歯科医院CTインプラントオフィス 　オペ室 大分県
別府市荘園９組１セスナビル２F
安部徹歯科医院CTインプラントオフィス 　オペ室

安部徹 安部徹歯科医院CTインプラントオフィス　オペ室 0977-75-9321 0977-75-9322
安部徹歯科医院CTインプラントオフィス 
院長　安部徹

大分県 別府市荘園９組１セスナビル２F

1135 ガーデン歯科クリニック　診療室 大分県 別府市大字南立石字中津留2171番地72　1階 高橋  喜巳 ガーデン歯科クリニック 0977-22-4618 0977-22-4617 gardendc@ctb.ne.jp
医療法人喜武会
理事長　高橋  喜巳

大分県 別府市大字南立石字中津留2171番地72

1136 北浜さとう歯科クリニック　手術室 大分県 別府市北浜2丁目7-18　1F
医療法人さとう歯科クリニック
理事長　佐藤　裕向

大分県 別府市北浜二丁目7番18号

1137 小野歯科医院　手術室 大分県 由布市庄内町大龍2346-1 1階 小野　智之 小野歯科医院 097-582-2200 097-582-2209 tmono@topaz.ocn.ne.jp
小野歯科医院
小野 智之

大分県 由布市庄内町大龍2346-1

1138 小原歯科医院 消毒コーナー 大分県 由布市挾間町挾間356-1 小原　正嗣 小原歯科医院 097-583-3877 097-583-0160 o.d.c.1987@juno.ocn.ne.jp 小原歯科医院　小原正嗣 大分県 由布市挾間町挾間356-1

1139
医療法人裕翔会　さかもと歯科・歯科口腔外科医院手術
室

宮崎県 延岡市浜町172番地30 阪元文裕 医療法人裕翔会　さかもと歯科・歯科口腔外科医院内 0982-28-2838 0982-28-2848 sakamoto-dc@yuusyoukai.jp
医療法人裕翔会　さかもと歯科・歯科口腔外科
医院　理事長　阪元文裕

宮崎県 延岡市浜町172番地30

1140 コムロ美容外科　宮崎院手術室 宮崎県
宮崎市橘通西３－１０－２７
リバティヒスクエアビル７F

小室　好一 事務 0985-29-1515 0985-29-5510 miyazakikomuro@566566.jp
医療法人　Real the world
理事長　　小室好一

大分県
大分市府内町１－３－１８
ポラリス府内2F

1141 アクア歯科クリニック 調整室 宮崎県 宮崎市桜町１１－６　１階 小坂　孝史 受付 0985-61-5928 0985-61-5929 mail@aqua-dc.net 小坂　孝史 宮崎県 宮崎市桜町１１－６

1142 医療法人社団美徳会たけさき歯科医院　オペ室 宮崎県 宮崎市大字生目4658-1　一階 嶽﨑　宗規 理事長 0985-47-1180 0985-47-1127 takesakisika@yahoo.co.jp 医療法人社団美徳会 嶽﨑　宗規 宮崎県 宮崎市大字生目4658-1

1143 にしむら歯科医院　カウンセリングルーム 宮崎県 宮崎市大字跡江字境前3344-1　1F 西村　秀一
にしむら歯科医院
院長　西村　秀一

宮崎県 宮崎市大字跡江字境前3344-1

1144 いりの歯科医院　コンサルテーションルーム 宮崎県 宮崎市大塚町権現昔764-1 入野　伸一 いりの歯科医院 0985-47-4744 0985-47-6269 irinodent03@nifty.com
いりの歯科医院
入野　伸一

宮崎県 宮崎市大塚町権現昔７６４－１

1145 たけさき歯科医院　診療室 宮崎県 小林市細野1585-48 嶽崎　晃一 たけさき歯科医院 0984-23-1709 0984-23-1720
たけさき歯科医院　
嶽崎　晃一

宮崎県 小林市細野1585-48

1146 医療法人社団紘誠会　尾池歯科医院　検査室 宮崎県 日向市曽根町2丁目-96 尾池　康暢 医療法人社団紘誠会　尾池歯科医院 0982-54-1182 0982-54-3410 info@oike-dental.jp 医療法人社団紘誠会　理事長　尾池康暢 宮崎県 日向市曽根町二丁目96番地

1147 そのだ歯科医院　診療室 鹿児島県 指宿市湊1-12-63　木下外科クリニック2F 園田　悟 そのだ歯科医院 0993-22-3561 0993-26-3156 office@sonoda-dc.com 医療法人皓健会　理事長　園田悟

1148 よしどめデンタルクリニックマルヤガーデンズ　手術室 鹿児島県 鹿児島市呉服町6-5-4F 吉留　英俊 よしどめデンタルクリニックマルヤガーデンズ 099-208-8881 099-227-8210 maeda-s@yoshidome.jp
医療法人翔優会
理事長　吉留　英俊

鹿児島県 鹿児島市大明丘3丁目9番8号

1149 鹿児島大学病院歯科手術室 鹿児島県 鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号 中村　典史 医務課業務係 099-275-6055 099-275-6058 gyomu@dent.kagoshima-u.ac.jp
国立大学法人鹿児島大学
　　学長　  前田 芳實

鹿児島県 鹿児島市郡元一丁目21番24号

1150 鹿児島大学病院全身管理歯科治療部 鹿児島県 鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号 西村　正宏 医務課業務係 099-275-6055 099-275-6058 gyomu@dent.kagoshima-u.ac.jp
国立大学法人鹿児島大学
　学長　  前田 芳實

鹿児島県 鹿児島市郡元一丁目21番24号

1151 あっぷる歯科　診療室 鹿児島県
鹿児島市紫原5-1-7　1階

吉元 利仁 あっぷる歯科 099-252-8118
医療法人仁誠会
理事長　吉元 利仁

鹿児島県 鹿児島市紫原五丁目1番地7

1152 こまい歯科医院　診療室 鹿児島県 鹿児島市星ヶ峯4-14-1　１階 駒井　宏行 こまい歯科医院
こまい歯科医院
院長　駒井　宏行

鹿児島県 鹿児島市星ヶ峯4-14-1

1153 医療法人さこだ歯科医院 1階オペ室 鹿児島県
鹿児島市中央町20番2号 ステーションビル1階
医療法人さこだ歯科医院 1階オペ室

迫田　敏 医療法人さこだ歯科医院 1階オペ室 099-285-2011 099-285-2011 info@sakoda-dc.com
医療法人さこだ歯科医院
理事長　迫田　敏

鹿児島県
鹿児島市中央町20番2号
ステーションビル1階

1154 品川スキンクリニック　鹿児島院　（準備室） 鹿児島県 鹿児島市中央町3番地1　第一NT ビル7階 二見　洋 事務所 03-5715-2353 03-3458-4080 ogasawara@shinagawa.com 医療法人社団　翔友会　理事長　綿引　一 東京都
港区港南２丁目６番３号
　シントミビル8階

1155 YUMI DENTAL OFFICE　診療室 鹿児島県 鹿児島市中央町6-8 メディカルプラザ中央4F 石谷　由美 YUMI DENTAL OFFICE 099-813-0010 099-813-0019
医療法人YUMI DENTAL OFFICE
理事長　石谷　由美

鹿児島県
鹿児島市中央町6-8
メディカルプラザ中央4F

1156 おてき歯科医院　準備室 鹿児島県 出水市上知識町７０３　1階 樗木  浩 おてき歯科医院 0996-63-0393 0996-63-0393 oteki.sika@gmail.com
おてき歯科医院
院長　樗木  浩

鹿児島県 出水市上知識町７０３

1157 医療法人彩雲会 スマイルデンタルクリニック　2階オペ室 鹿児島県
垂水市南松原町10番　医療法人彩雲会 スマイルデンタ
ルクリニック　2階オペ室

重山　洋一郎 医療法人彩雲会 スマイルデンタルクリニック　2階オペ室 0994-32-0006 0994-32-6932 shigeyama@po3.synapse.ne.jp
医療法人彩雲会 
理事長　重山　洋一郎

鹿児島県 垂水市本町77番地

1158 迫田歯科クリニック　準備室 鹿児島県 曽於郡大崎町假宿1091-6　1階 迫田　裕二 迫田歯科クリニック 099-476-4186 099-476-4186 yujisakoda@ceres.ocn.ne.jp
医療法人迫田歯科クリニック
理事長　迫田　裕二

鹿児島県 曽於郡大崎町假宿1091番地6

1159 林歯科医院　診療室 鹿児島県
大島郡喜界町湾33　1階

林　文仁 林歯科医院 0997-65-1181 0997-65-1181 hayafumi@dance.ocn.ne.jp 林歯科医院　院長　林 文仁 鹿児島県 大島郡喜界町湾33

1160 まりふ歯科クリニック　手術室 鹿児島県
霧島市国分府中町3－7　1階

原園　俊郎 まりふ歯科クリニック 0995-47-6588 0995-56-6633 harazono@marifu-dc.com
まりふ歯科クリニック
院長　原園　俊郎

鹿児島県 霧島市国分府中町3－7

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 29/31
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1161 たなか歯科医院　診察室 沖縄県 うるま市田場1817-1 　1F 田中　光雄 たなか歯科医院 098-974-8888 098-974-8888 kwangwoo@gray.plala.or.jp
たなか歯科医院
院長　田中　光雄

沖縄県 うるま市田場1817-1

1162 さくら歯科クリニック　カウンセリングルーム 沖縄県 浦添市宮城３丁目３－１　まるせいマンション1F 田熊　啓弘 さくら歯科クリニック 098-875-8044 098-875-8044 sakura0988758044@gmail.com
医療法人社団秋桜会
理事長　田熊　啓弘

沖縄県 浦添市宮城三丁目3番1号

1163 くくる歯科医院　手術・特診室 沖縄県 浦添市字経塚600　１階 仲若　三男 くくる歯科医院 098-943-9968 098-943-9969 med-corp@nakawaka.jp
医療法人なかわか
理事長　仲若　三男

沖縄県 沖縄市字古謝1139番地1

1164 上原歯科クリニック診療室 沖縄県 浦添市前田1-48-1　2階 川畑　剛
上原歯科クリニック

098-879-1555 098-875-4767
医療法人健生会上原歯科クリニック
理事長　川畑　剛

沖縄県 浦添市前田1-48-1

1165 なかわか歯科医院　特別診察室 沖縄県 沖縄市古謝1139-1　１階 岡村　健司 なかわか歯科医院 098-929-2300 098-929-2301 med-corp@nakawaka.jp
医療法人なかわか
理事長　仲若　三男

沖縄県 沖縄市字古謝1139番地1

1166 みんなの歯医者さん　院長室 沖縄県 沖縄市胡屋2-16-2 1F 田久保　康之 みんなの歯医者さん 098-933-0055 098-933-0055
医療法人裟彩会
理事長　田久保　康之

沖縄県 沖縄市胡屋2-16-2

1167 中部徳洲会病院　クリーンルーム２ 沖縄県 沖縄市照屋3丁目20番1号　2F 伊波　潔 総務課 098-934-0550 098-937-9595 n.ahagon@cyutoku.or.jp 医療法人沖縄徳洲会　理事長　鈴木　隆夫 沖縄県 島尻郡八重瀬町字外間80番地

1168 医療法人　新美会　新垣形成外科　　第1、第2手術室 沖縄県 宜野湾市字宇地泊729　2F 新垣　実 医療法人　新美会　新垣形成外科 098-870-2990 098-870-2980 info@arakakikeisei.com
医療法人　新美会　新垣形成外科
新垣　実

沖縄県 宜野湾市字宇地泊729

1169 医療法人聖美会JOEクリニック（沖縄）手術室 沖縄県 中頭郡西原町字東崎22番の3 医療法人聖美会JOEクリニック　事務局 06-6347-1231 06-6347-1233 manager@joeclinic.jp 医療法人聖美会　理事長　重本　譲 大阪府 大阪市北区曽根崎新地一丁目４番２０号

1170 ハートライフ病院細胞加工CPC 沖縄県 中頭郡中城村伊集２０８ 神谷　乗敏 「医療基盤活用型クラスター形成支援事業」事務局 098-895-3255 098-895-2534 crj@heartlife.or.jp
社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院　理
事長　安里 哲好

沖縄県
中頭郡中城村伊集２０８

1171 砂辺スマイル歯科医院　特診室 沖縄県 中頭郡北谷町宮城1-105　1階 霍田　仁 砂辺スマイル歯科医院 098-926-4618 098-926-0648 info@sunabesmile-dental.com
砂辺スマイル歯科医院
院長　霍田　仁

沖縄県 中頭郡北谷町宮城1-105

1172 メディカルクリニックユートピア 処置室１ 沖縄県 中頭郡北中城村字島袋　1628-3　４階 中村真一郎 院長 098-932-0034 098-932-0034 メディカルクリニックユートピア　中村真一郎 沖縄県 中頭郡北中城村字島袋1628-3　４階

1173 オキナワ・デンタルオフィス　診療室 沖縄県 島尻郡南風原町字津嘉山1339－1　1階 下地　恒太郎 オキナワ・デンタルオフィス 098-888-2087 098-888-2088
オキナワ・デンタルオフィス
下地　恒太郎

沖縄県 島尻郡南風原町字津嘉山1339－1

1174 芦屋アイクリニック　処置室 沖縄県 那覇市おもろまち4丁目17－21ケイエムビル3階

1175 品川スキンクリニック　沖縄院　（準備室） 沖縄県
那覇市おもろまち一丁目1番12号　那覇新都心センタービ
ル１階

深野　雄一郎 事務所 03-5715-2353 03-3458-4080 ogasawara@shinagawa.com 医療法人社団　翔友会　理事長　綿引　一 東京都
港区港南２丁目６番３号
　シントミビル8階

1176 クリア・スキンクリニック那覇 処置室 沖縄県 那覇市安里2-9-8　サンステーションビル２Ｆ 新垣光之 手術・処置班 098-861-2522 098-861-4116 csc@isis.ocn.ne.jp
医療法人ジュネス　クリア・スキンクリニック那覇
理事長　新垣光之

沖縄県 那覇市安里2-9-8　サンステーションビル２Ｆ

1177 医療法人形成会　当山美容形成外科　診察室 沖縄県 那覇市久茂地２－１１－１８ 當山　護 事務局 098-866-0178 098-869-1832 info@touyama.com 形成会　当山美容形成外科 理事長　當山　護 沖縄県 那覇市久茂地２－１１－１８

1178 けんし歯科医院 手術室 沖縄県 那覇市久茂地3-4-10　久茂地YAKAビル4F けんし歯科医院 098-867-2474 沖縄県
那覇市久茂地3-4-10　
久茂地YAKAビル4F

1179 プラス・デンタル・クリニック　診療室 沖縄県 那覇市首里鳥堀町3-67-21　プラスビル2F 丸山　幸子 プラス・デンタル・クリニック 098-884-8118 098-943-0103
プラス・デンタル・クリニック
丸山　幸子

沖縄県 那覇市首里鳥堀町3-67-21　プラスビル2F

1180
社会医療法人友愛会豊見城中央病院先端医療研究セン
ターセル・プロセッシング・センター

沖縄県 豊見城市字上田25番地 加藤功大 先端医療研究センターセル・プロセッシング・センター
070-5690-
3515

098-851-5251 saisei@yuuai.or.jp
社会医療法人友愛会豊見城中央病院　比嘉國
郎

沖縄県 豊見城市字上田25番地

1181 豊崎デンタルクリニック　技工室 沖縄県 豊見城市字豊崎1-423　1階
豊崎デンタルクリニック
院長　中地　昭雄

沖縄県 豊見城市字豊崎1-423

1182 しおはま歯科医院　手術室 沖縄県 豊見城市豊見城368-1　1階 塩浜　康良 しおはま歯科医院 098-851-1234 しおはま歯科医院　塩浜康良 沖縄県 豊見城市豊見城368-1

1183 あさと歯科医院　細胞培養加工施設 沖縄県 名護市宮里7丁目4-14 　1階 安里　忍 院長 0980-54-6480 0980-54-6481 s.asato.0409@woody.ocn.ne.jp 安里　忍 沖縄県 名護市宮里7丁目4-14

1184 おおたき歯科クリニック　手術室 大瀧　弘二郎
おおたき歯科クリニック
院長　大瀧　弘二郎

1185 クリニックF　準備室2 藤本　幸弘 東京都
千代田区麹町6-6-1
麹町長尾ビル4F

1186 報徳歯科診療所　診療室 0285-85-0036 医療法人社団積善会 理事長 豊田　寿久

1187 愛知県
名古屋市中区錦2-9-25
ondeビル3F

伊東　祥雄 052-222-2431 052-223-2431 伏見皮フクリニック　院長　伊東　祥雄 愛知県
名古屋市中区錦2-9-25
ondeビル2・3F

1188 学校法人自治医科大学　理事長　香山充弘 東京都 千代田区平河町二丁目６番３号

1189
プレミールクリニック
院長　大島将之

千葉県 千葉市中央区富士見2-7-9　富士見ビル4F

1190 医療法人社団　桜伸会　理事長　吉田治 東京都
渋谷区渋谷1-16-9
渋谷KIビル　３階

1191 医療法人社団輝生会　理事長　福田慶三 東京都
中央区銀座5丁目5番7号
ニューギンザビル6号館2階

1192 医療法人社団輝生会　理事長　福田慶三 東京都
中央区銀座5丁目5番7号
ニューギンザビル6号館2階

1193
一般財団法人日本美容医学研究会　
代表理事　梅澤文彦

東京都
中央区銀座八丁目10番8号
銀座8丁目10番ビル6階

1194
医療法人高恵会　築地クリニックコスモス　理事
長　平井 達夫

東京都 中央区築地一丁目９番９号　細川築地ビル５階

1195
医療法人社団仁優会
理事長　竹下　賢仁

東京都 練馬区南田中3-1-12

1196
医療法人社団ベル歯科
理事長　鈴木　彰

神奈川県 海老名市中央1-20-43

1197 医療法人社団輝生会　理事長　福田慶三 東京都
中央区銀座5丁目5番7号
ニューギンザビル6号館2階

1198
医医療法人貴京会
理事長　陳貴史

京都府
京都市伏見区深草柴田屋敷町12-1フレーヴァ藤森
1階 伏見駅前陳皮フ科・形成外科クリニック

1199 東和会クリニック 072-685-5577 072-685-5556 医療法人東和会理事長飯田稔 大阪府 高槻市宮野町２番17号

1200 心斎橋コムロ美容外科　院長　池内秀行 大阪府
大阪市中央区心斎橋筋1丁目10番11号　
ルフレ21　8階

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 30/31
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1201 医療法人社団輝生会　理事長　福田慶三 東京都
中央区銀座5丁目5番7号
ニューギンザビル6号館2階

1202
医療法人社団安福歯科医院
理事長  安福 正美

兵庫県 宝塚市南口一丁目8番20号

1203 院長　小田祥次 092-919-8118 小田祥次 福岡県 筑紫野市原田６－７－５

1204 眞鍋　尚武 福岡県
福岡市東区若宮3-1-37
サンハッコービル1F

1205 医療法人社団輝生会　理事長　福田慶三 東京都
中央区銀座五丁目5番7号
ニューギンザビル6号館2階

1206 いりえ歯科口腔外科クリニック　院長 092-409-8415 いりえ歯科口腔外科クリニック　院長　入江彰彦 福岡県 福岡市博多区博多駅東１－１２－６　花村ビル２階

　　　　　　　※斜線の箇所は情報の公表について製造事業者の同意がなかった項目。「-」の箇所は該当のない項目。
　　　　　　　※情報の公表について同意の得られた施設を掲載しています。 31/31


