
施設
番号

施設名 地域 チーム名 代表者 代表者所属等

1 静岡県立こども病院 東海 口蓋裂センター 朴　修三 形成外科

2 東京都立小児総合医療センター 関東 口唇口蓋裂チーム 玉田一敬 形成外科

3 秋田大学医学部付属病院歯科口腔外科 東北 なし 福田雅幸 歯科口腔外科

4 佐賀大学医学部附属病院 九州/沖縄 佐賀大学医学部附属病院口唇口蓋裂診療班 山下佳雄 歯科口腔外科

5 京都府立医科大学 近畿 なし 沼尻敏明 形成外科

6 長岡赤十字病院 北陸/信越 長岡赤十字病院 飯田明彦 歯科口腔外科

7 東京医科大学病院 関東 口唇口蓋裂センター 近津大地 歯科口腔外科･矯正歯科

8 県立広島病院　歯科口腔外科 中国 口唇口蓋裂チーム 桐山　健 歯科・口腔外科

9 鹿児島大学病院 九州/沖縄 口唇口蓋裂専門外来 中村典史 口腔顎顔面外科

10 磐田市立総合病院 東海 記入なし 藤本雄大 歯科口腔外科

11 東北大学病院　歯科顎口腔外科 東北 口唇裂口蓋裂診療グループ 高橋　哲 歯科顎口腔外科

12 東北大学病院　唇顎口蓋裂センター 東北 唇顎口蓋裂センター 館　正弘 形成外科

13
今給黎総合病院形成外科及び耳鼻科
歯ならびの歯医者さん

九州/沖縄 南九州口唇口蓋裂診療班

①高木信介
②福田勝則
③泉　朝望
④三浦真弓

①形成外科
②耳鼻科
③矯正歯科　歯科
④言語聴覚士

14 昭和大学横浜市北部病院 関東 昭和大学横浜市北部病院口唇口蓋裂診療班 大塚尚治 形成外科

15 熊本機能病院　歯ならびの歯医者さん 九州/沖縄 熊本機能病院国際唇裂口蓋裂センター
①小薗喜久夫
②泉　 朝 望

①形成外科
②矯正歯科　歯科

16 神奈川県立こども医療センター 関東 口唇口蓋裂チーム 小林眞司 形成外科

17 北海道大学病院 北海道 高次口腔医療センター口唇口蓋裂診療チーム 三古谷　忠 高次口腔医療センター

18 奈良県立医科大学病院 近畿 口腔外科（唇裂、口蓋裂診療チーム） 桐田忠昭 口腔外科

19 千葉県こども病院 関東 なし 鈴木啓之 形成外科

20 慶応義塾大学病院 関東 形成外科（口唇裂口蓋裂チーム診療班 貴志和生 形成外科

21 東京大学医学部付属病院 関東 口腔顎顔面外科・矯正歯科　口唇口蓋裂センター
①星　和人
②西條英人

①口腔顎顔面外科・矯正歯科
②口唇口蓋裂センター

22 会津中央病院 東北 歯科口腔医療センター　唇顎口蓋裂特別外来 宮島　久 歯科口腔外科

23 九州大学病院 九州/沖縄 デンタル・マキシロフェイシャルセンター 森悦秀 顔面口腔外科

24
一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病
院

東北 唇裂口蓋裂センタ－（後で変更希望あり） 福屋安彦 形成・美容外科

25 鳥取大学医学部附属病院 中国 口唇口蓋裂チーム 土井理恵子 口腔外科

26
長野県立こども病院
信州大学医学部附属病院
松本歯科大学病院、他

北陸/信越 長野県口唇口蓋裂センター
①杠　俊介
②山田一尋
③野口昌彦

①信州大学医学部附属病院形成外科
②松本歯科大学病院矯正歯科
③長野県立こども病院形成外科

27 大阪市立総合医療センター 近畿 唇裂口蓋裂チーム 今井啓介 形成外科

28 山口大学医学部付属病院 中国 口唇口蓋裂チーム 三島克章 歯科口腔外科

29 愛知学院大学歯学部附属病院 東海 口唇口蓋裂センター 夏目長門 口唇口蓋裂センター

30 昭和大学藤ヶ丘病院 関東 口唇口蓋裂センター 大久保 文雄 形成外科

31 徳島大学病院 四国 徳島大学病院チーム 森浩喜 矯正歯科

32 新潟大学医歯学総合病院 北陸/信越 口唇口蓋裂診療チーム 丹原　惇 矯正歯科

33 藤田保健衛生大学病院 東海 口唇口蓋裂センター 内藤 健晴 耳鼻咽喉科

34 栃木医療センター歯科口腔外科 関東 唇顎口蓋裂外来 須賀賢一郎 歯科口腔外科

35 大阪母子医療センター 近畿 大阪母子医療センター 山西　整 口腔外科

36

東京歯科大学
　水道橋病院
　市川総合病院
　千葉歯科医療センター

関東 唇顎口蓋裂外来 渡邊　章 口腔外科
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37
ありまつ矯正歯科医院
北九州市立八幡病院形成外科
戸畑総合病院口腔外科

九州/沖縄 北九州市 唇顎裂口蓋裂　支援チーム 武田康男 小児歯科

38 北里大学病院 関東 口唇口蓋裂診療班 杉本孝之 形成外科・美容外科

39 福岡大学病院、福岡歯科大学医科 九州/沖縄
福岡大学・福岡歯科大学
口唇・口蓋裂および先天疾患医療チーム

大慈弥裕之 形成外科

40 東京医科歯科大学歯学部附属病院 関東 東京医科歯科大学歯学部附属病院 顎口腔変形疾患外来 依田 哲也 口腔外科

41 北海道大学病院　形成外科 北海道 クラニオ・マキシロ・フェイシャル ユニット
舟山恵美
大澤昌之

形成外科

42 岩手医科大学 東北 岩手医科大学　形成外科 本多孝之 形成外科

43
自治医科大学とちぎ子ども医療センター
自治医科大学付属病院

関東 口唇口蓋裂ケアチーム（Cleft Care Team: CCT）
①須永　中
②森　良之

①小児形成外科
②歯科口腔外科

44 岡山大学病院 中国 口唇裂・口蓋裂総合治療センター 上岡　寛 矯正歯科

45 神戸市立医療センター中央市民病院 近畿 唇顎口蓋裂治療チーム 片岡　和哉 形成外科

46 一宮市立市民病院歯科口腔外科 東海 口唇口蓋裂チーム 中村友保 歯科口腔外科

47 北九州市立八幡病院形成外科 九州/沖縄 北九州市立八幡病院口唇顎裂口蓋裂治療チーム 田崎幸博 形成外科

48 国立研究開発法人　国立成育医療研究センター 関東 口唇口蓋裂チーム 金子　剛 感覚器形態外科部　形成外科

49 埼玉県立小児医療センター 関東 なし 渡辺あずさ 形成外科

50 福島県立医科大学附属病院 東北 唇裂・口蓋裂ユニット 小山明彦 形成外科

51 帝京大学形成外科 関東 帝京大学口唇口蓋裂専門外来 小室裕造 形成外科

52 近畿大学医学部附属病院 近畿 近畿大学医学部形成外科 磯貝典孝 形成外科

53 筑波大学附属病院 関東 歯科口腔外科 武川寛樹 歯科口腔外科

54 倉敷市立市民病院 篠山美香 形成外科

56 高知県立療育福祉センター 四国 高知口蓋裂カンファレンス 山本一郎 歯科・矯正歯科

57 大阪大学歯学部附属病院 近畿 口唇裂・口蓋裂・口腔顔面成育治療センター 古郷幹彦
口唇裂・口蓋裂・
口腔顔面成育治療センター

58 奥羽大学歯学部附属病院　口腔外科 東北 口唇・口蓋裂外来 髙田　訓 口腔外科

59 奥羽大学歯学部附属病院　矯正・小児歯科 東北 矯正歯科口蓋裂診療班 黒田栄子 矯正・小児歯科

60 浜松労災病院 東海 浜松労災病院口唇口蓋裂チーム 鈴木茂彦 形成外科

61 山形大学医学部付属病院歯科口腔外科 東北 なし 飯野光喜 歯科口腔外科

62
兵庫県立尼崎総合医療センター
（AGMC; Amagasaki General Medical Center）

近畿 AGMC 口唇裂・口蓋裂センター 山� 吉朗 形成外科

63 京都大学医学部附属病院 近畿 京都大学唇顎口蓋裂診療チーム 齊藤晋 形成外科

64 大阪医科大学 近畿 大阪医科大学口唇口蓋裂・頭蓋顎顔面先天異常センター 上田晃一 形成外科

65 神戸大学 近畿 口唇口蓋裂チーム 寺師浩人 形成外科

66 松戸市立総合医療センター 関東 なし（検討中）
①有川俊輔
②清水　一

①形成外科
②歯科口腔外科

67 九州歯科大学附属病院 九州/沖縄 口唇口蓋裂センター 笹栗正明 口腔顎顔面外科

68 福井赤十字病院 北陸/信越 唇顎口蓋裂治療班 山脇聖子 形成外科

69 欠番

70 豊橋市民病院歯科口腔外科 東海 口唇口蓋裂センター 嘉悦淳男 歯科口腔外科

71 総合南東北病院 東北 口唇・口蓋・顔面修復センター 吉本信也 形成外科

72 埼玉医科大学病院　明海大学歯学部附属病院 関東 埼玉県西部地区口唇裂口蓋裂チーム（案） 時岡一幸 形成外科

73 東海大学病院・坂田歯科医院 関東 東海大学病院 坂田

74 関西医科大学形成 近畿 関西医科大学唇裂口蓋裂診療チーム 楠本健司 形成外科

75 山本歯科医院矯正歯科クリニック 近畿 Kobeカンファレンス 山本一郎 矯正歯科

76 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院矯正歯科 森下　格 矯正歯科


