
（公社）日本口腔外科学会口腔外科認定医名簿　　東京都（50音順） 236名　　　　　

2016年4月1日現在

氏　　名 氏名カナ 勤務地
青木　一充 アオキ　カズミツ 東京都
青砥　祥子 アオト　サチコ 東京都
赤城　裕一 アカギ　ユウイチ 東京都
赤津　千絵 アカツ　チエ 東京都
赤松　奏 アカマツ　カナデ 東京都
秋山　浩之 アキヤマ　ヒロユキ 東京都
阿部　桂子 アベ　ケイコ 東京都
池畑　直樹 イケハタ　ナオキ 東京都
石井　聡至 イシイ　トシユキ 東京都
一ノ瀬　顕子 イチノセ　アキコ 東京都
伊藤　和宏 イトウ　カズヒロ 東京都
伊藤　千洋 イトウ　チヒロ 東京都
伊藤　哲平 イトウ　テッペイ 東京都
伊藤　弥生 イトウ　ヤヨイ 東京都
伊藤　有希 イトウ　ユウキ 東京都
糸瀬　昌克 イトセ　マサカツ 東京都
稲木　涼子 イナキ　リョウコ 東京都
稲葉　好則 イナバ　ヨシノリ 東京都
猪俣　徹 イノマタ　トオル 東京都
今井　崇之 イマイ　タカユキ 東京都
井本　大智 イモト　ダイチ 東京都
岩崎　このみ イワサキ　コノミ 東京都
上杉　篤史 ウエスギ　アツシ 東京都
宇田川　源 ウダガワ　ゲン 東京都
海野　優 ウンノ　ユウ 東京都
榎本　愛 エノモト　アイ 東京都
大岩　浩気 オオイワ　コウキ 東京都
大島　健吾 オオシマ　ケンゴ 東京都
大谷　紗織 オオタニ　サオリ 東京都
大野　啓介 オオノ　ケイスケ 東京都
大橋　豪 オオハシ　ゴウ 東京都
大畑　仁志 オオハタ　ヒトシ 東京都
大宮　聡一 オオミヤ　ソウイチ 東京都
大山　加奈絵 オオヤマ　カナエ 東京都
大和田　愛 オオワダ　アイ 東京都
緒方　理人 オガタ　マサト 東京都
岡村　尚 オカムラ　ヒサシ 東京都
岡本　彩子 オカモト　アヤコ 東京都
岡本　江理奈 オカモト　エリナ 東京都
小川　千晴 オガワ　チハル 東京都
沖　亜佑美 オキ　アユミ 東京都
小木曽　純 オギソ　ジュン 東京都
押岡　弘子 オシオカ　ヒロコ 東京都
尾田　誠一郎 オダ　セイイチロウ 東京都
小田　充匡 オダ　ミツマサ 東京都
越智　英行 オチ　ヒデユキ 東京都
小原　研心 オハラ　ケンシン 東京都
貝淵　信之 カイブチ　ノブユキ 東京都
蔭山　雄基 カゲヤマ　ユウキ 東京都
笠崎　真悟 カサザキ　シンゴ 東京都
片岡　陽平 カタオカ　ヨウヘイ 東京都
片桐　康平 カタギリ　コウヘイ 東京都

1



氏　　名 氏名カナ 勤務地
香月　佑子 カツキ　ユウコ 東京都
勝村　早恵 カツムラ　サキエ 東京都
加藤　光佑 カトウ　コウスケ 東京都
加藤　宏 カトウ　ヒロシ 東京都
加藤　友莉奈 カトウ　ユリナ 東京都
金子　児太郎 カネコ　コタロウ 東京都
上丸　英 カミマル　ハンナ 東京都
軽部　健史 カルベ　タケシ 東京都
川島　蘭子 カワシマ　ランコ 東京都
姜　世林 カン　セリン 東京都
菅野　千敬 カンノ　チヒロ 東京都
菅野　勇樹 カンノ　ユウキ 東京都
菊池　雄一 キクチ　ユウイチ 東京都
北詰　栄里 キタヅメ　エリ 東京都
木下　恵泉 キノシタ　ケイセン 東京都
木村　敦 キムラ　アツシ 東京都
木村　崇 キムラ　タカシ 東京都
清川　麻里絵 キヨカワ　マリエ 東京都
桐原　有里 キリハラ　ユリ 東京都
釘本　琢磨 クギモト　タクマ 東京都
久保田　卓 クボタ　タク 東京都
窪田　弘幸 クボタ　ヒロユキ 東京都
熊谷　順也 クマガイ　ジュンヤ 東京都
倉沢　泰浩 クラサワ　ヤスヒロ 東京都
黒野　大輔 クロノ　ダイスケ 東京都
郡司　明美 グンジ　アケミ 東京都
小池　正睦 コイケ　マサチカ 東京都
小泉　桃子 コイズミ　モモコ 東京都
小島　佑貴 コジマ　ユウキ 東京都
小杉　真智子 コスギ　マチコ 東京都
小林　茉利奈 コバヤシ　マリナ 東京都
小松　紀子 コマツ　ノリコ 東京都
小宮　一記 コミヤ　カズキ 東京都
齋藤　康行 サイトウ　ミチユキ 東京都
齊藤　芳郎 サイトウ　ヨシロウ 東京都
酒井　有沙 サカイ　アリサ 東京都
阪本　まり サカモト　マリ 東京都
佐々木　達哉 ササキ　タツヤ 東京都
佐藤　潔 サトウ　キヨシ 東京都
佐藤　仁 サトウ　ヒトシ 東京都
佐藤　麻梨香 サトウ　マリカ 東京都
佐藤　水輝子 サトウ　ミキコ 東京都
椎名　智子 シイナ　トモコ 東京都
塩竃　素直 シオガマ　スナオ 東京都
塩崎　健造 シオザキ　ケンゾウ 東京都
志賀　勇昭 シガ　タケアキ 東京都
重政　理香 シゲマサ　リカ 東京都
篠原　光代 シノハラ　ミツヨ 東京都
柴田　剛之 シバタ　タケユキ 東京都
柴原　好美 シバハラ　ヨシミ 東京都
島田　奈緒美 シマダ　ナオミ 東京都
島田　泰如 シマダ　ヤスユキ 東京都
城代　英俊 ジョウダイ　ヒデトシ 東京都
白尾　浩太郎 シラオ　コウタロウ 東京都
白土　博司 シラツチ　ヒロシ 東京都
新名主　耕平 シンミョウズ　コウヘイ 東京都
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氏　　名 氏名カナ 勤務地
鈴木　亮広 スズキ　アキヒロ 東京都
鈴木　大貴 スズキ　タイキ 東京都
鈴木　玲美 スズキ　レミ 東京都
須田　悠里 スダ　ユリ 東京都
角田　愛美 スミダ　エミ 東京都
炭野　淳 スミノ　ジュン 東京都
住本　和歌子 スミモト　ワカコ 東京都
瀬川　英美 セガワ　エミ 東京都
関根　靖浩 セキネ　ヤスヒロ 東京都
関根　理予 セキネ　リヨ 東京都
相馬　智也 ソウマ　トモヤ 東京都
曽我　大輔 ソガ　ダイスケ 東京都
曽布川　貴弘 ソブカワ　タカヒロ 東京都
互　知央 タガイ　トモオ 東京都
互　庸平 タガイ　ヨウヘイ 東京都
高倉　育子 タカクラ　イクコ 東京都
高田　満 タカタ　ミツル 東京都
高鍋　雄亮 タカナベ　ユウスケ 東京都
高西　桂 タカニシ　カツラ 東京都
高橋　美穂 タカハシ　ミホ 東京都
高橋　幸伸 タカハシ　ユキノブ 東京都
高山　岳志 タカヤマ　タケシ 東京都
高山　裕樹 タカヤマ　ユウキ 東京都
竹之内　薫 タケノウチ　カオル 東京都
多田　海人 タダ　カイト 東京都
谷内　美紀 タニウチ　ミキ 東京都
谷口　明紗子 タニグチ　アサコ 東京都
玉井　和樹 タマイ　カズキ 東京都
田村　隆敏 タムラ　タカトシ 東京都
田村　直樹 タムラ　ナオキ 東京都
保　聖子 タモツ　セイコ 東京都
田山　道太 タヤマ　ミチタ 東京都
丹野　咲貴 タンノ　サキ 東京都
塚本　光 ツカモト　ヒカリ 東京都
津川　順一 ツガワ　ジュンイチ 東京都
出口　麻美 デグチ　マミ 東京都
寺坂　泰彰 テラサカ　ヤスアキ 東京都
寺谷　由香里 テラタニ　ユカリ 東京都
冨江　華織 トミエ　カオリ 東京都
永井　佐代子 ナガイ　サヨコ 東京都
長崎　正寛 ナガサキ　マサヒロ 東京都
長崎　理佳 ナガサキ　リカ 東京都
中地　浩之 ナカチ　ヒロユキ 東京都
長繩　拓哉 ナガナワ　タクヤ 東京都
中野　永美子 ナカノ　エミコ 東京都
中村　智穂 ナカムラ　チホ 東京都
中本　えりか ナカモト　エリカ 東京都
新妻　伸哉 ニイヅマ　シンヤ 東京都
西山　明宏 ニシヤマ　アキヒロ 東京都
二本木　真由子 ニホンギ　マユコ 東京都
根本　杏子 ネモト　キョウコ 東京都
納賀　優三 ノウガ　ユウゾウ 東京都
野口　沙希 ノグチ　スナキ 東京都
野口　知玲 ノグチ　チアキ 東京都
野間　昇 ノマ　ノボル 東京都
橋田　之彦 ハシダ　ユキヒコ 東京都
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氏　　名 氏名カナ 勤務地
長谷川　大悟 ハセガワ　ダイゴ 東京都
長谷川　稔洋 ハセガワ　トシヒロ 東京都
長谷川　義道 ハセガワ　ヨシミチ 東京都
畑澤　知佳 ハタザワ　チカ 東京都
羽鳥　友子 ハトリ　トモコ 東京都
濱田　啓一 ハマダ　ケイイチ 東京都
濱田　裕嗣 ハマダ　ユウジ 東京都
原　八重子 ハラ　ヤエコ 東京都
原田　奈奈 ハラダ　ナナ 東京都
樋口　佑輔 ヒグチ　ユウスケ 東京都
秀　真理子 ヒデ　マリコ 東京都
平尾　大介 ヒラオ　ダイスケ 東京都
平川　剛 ヒラカワ　ゴウ 東京都
廣田　裕治 ヒロタ　ユウジ 東京都
福澤　智 フクザワ　サトシ 東京都
福田　有美香 フクダ　ユミコ 東京都
藤井　三晴 フジイ　ミハル 東京都
藤居　泰行 フジイ　ヤスユキ 東京都
藤田　佳子 フジタ　ヨシコ 東京都
藤沼　文子 フジヌマ　フミコ 東京都
藤野　能成 フジノ　ヨシナリ 東京都
藤本　慶子 フジモト　ケイコ 東京都
太尾　英子 フトオ　エイコ 東京都
古川　明彦 フルカワ　アキヒコ 東京都
保坂　海輝 ホサカ　カイキ 東京都
星　和人 ホシ　カズト 東京都
星　礼子 ホシ　レイコ 東京都
星野　照秀 ホシノ　テルヒデ 東京都
前川　紀雄 マエカワ　ノリオ 東京都
前山　恵里 マエヤマ　エリ 東京都
真下　貴之 マシモ　タカユキ 東京都
町田　奈美 マチダ　ナミ 東京都
松井　香織 マツイ　カオリ 東京都
松江　高仁 マツエ　タカヒト 東京都
松本　英恵 マツモト　ハナエ 東京都
真宮　淳 マミヤ　アツシ 東京都
丸茂　知子 マルモ　トモコ 東京都
三浦　千佳 ミウラ　チカ 東京都
水口　歩 ミズグチ　アユム 東京都
三田　拓也 ミタ　タクヤ 東京都
道川　千絵子 ミチカワ　チエコ 東京都
宮川　祐子 ミヤガワ　ユウコ 東京都
宮崎　裕明 ミヤザキ　ヒロアキ 東京都
宮迫　志織 ミヤサコ　シオリ 東京都
村上　正治 ムラカミ　マサハル 東京都
村田　拓也 ムラタ　タクヤ 東京都
望月　裕美 モチヅキ　ユミ 東京都
本橋　宏美 モトハシ　ヒロミ 東京都
桃木　裕美子 モモキ　ユミコ 東京都
森　美由紀 モリ　ミユキ 東京都
森田　麻友 モリタ　マユ 東京都
安田　有沙 ヤスダ　アリサ 東京都
保田　知徳 ヤスダ　トモノリ 東京都
矢野　尚 ヤノ　ヒサシ 東京都
矢野　文子 ヤノ　フミコ 東京都
矢原　寛子 ヤハラ　ヒロコ 東京都
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氏　　名 氏名カナ 勤務地
山形　純平 ヤマガタ　ジュンペイ 東京都
山口　健司 ヤマグチ　ケンジ 東京都
山崎　加惠 ヤマザキ　カエ 東京都
山地　伊瑛奈 ヤマジ　イエナ 東京都
山田　健太郎 ヤマダ　ケンタロウ 東京都
山田　峻之 ヤマダ　タカユキ 東京都
山田　幸 ヤマダ　ミユキ 東京都
山田　有佳 ヤマダ　ユカ 東京都
湯本　夏子 ユモト　ナツコ 東京都
横溝　尚子 ヨコミゾ　ナオコ 東京都
吉川　桃子 ヨシカワ　モモコ 東京都
吉田　幸平 ヨシダ　コウヘイ 東京都
吉野　由佳梨 ヨシノ　ユカリ 東京都
米澤　輝久 ヨネザワ　テルヒサ 東京都
米永　一理 ヨネナガ　カズミチ 東京都
米山　勇哉 ヨネヤマ　ユウヤ 東京都
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（公社）日本口腔外科学会口腔外科認定医名簿　　その他（50音順） 175名　　　　　

2016年4月1日現在

氏　　名 氏名カナ 勤務地
青山　慶太 アオヤマ　ケイタ
赤城　陽一郎 アカギ　ヨウイチロウ
赤崎　美穂 アカサキ　ミホ
阿久（武井）　理恵 アキュウ（タケイ）　リエ
阿久津　顕子 アクツ　アキコ
荒井　五織 アライ　サオリ
有村　友紀 アリムラ　ユキ
安藤　さやか アンドウ　サヤカ
安藤　麻里子 アンドウ　マリコ
井岡　友梨 イオカ　ユリ
石原　由梨 イシハラ　ユリ
石丸　京子 イシマル　キョウコ
井東　朗子 イトウ　アキコ
伊藤　公美子 イトウ　クミコ
伊藤　智恵美 イトウ　チエミ
伊藤　迪子 イトウ　ミチコ
伊藤　洋平 イトウ　ヨウヘイ
伊藤　佳子 イトウ　ヨシコ
井上　裕美子 イノウエ　ユミコ
井口　聡子 イノクチ　サトコ
今西　麻依子 イマニシ　マイコ
入澤　真衣 イリサワ　マイ
上園　明日見 ウエゾノ　アスミ
上園　将慶 ウエゾノ　マサヨシ
上西　真佳 ウエニシ　マナカ
上松　美穂 ウエマツ　ミホ
内田　卓弥 ウチダ　タクヤ
馬越　通崇 ウマコシ　ミチタカ
梅村　恵理 ウメムラ　エリ
江田　有加 エダ　ユカ
遠藤　寛則 エンドウ　ヒロノリ
遠藤　学 エンドウ　マナブ
大島　麻耶 オオシマ　マヤ
大島　光慶 オオシマ　ミツヨシ
太田　啓介 オオタ　ケイスケ
應谷　智子 オオタニ　サトコ
大場　智子 オオバ　トモコ
小川　珠生 オガワ　タマキ
小川　雄右 オガワ　ユウスケ
奥　佳葉 オク　ヨシハ
奥井　岳 オクイ　ガク
奥田　美穂子 オクダ　ミホコ
奥野　恵実 オクノ　エミ
尾崎　健太 オザキ　ケンタ
尾上　可菜子 オノウエ　カナコ
表　武典 オモテ　タケノリ
折戸　聡 オリト　サトシ
賀川　千瑛 カガワ　チエ
柏尾　啓太 カシワオ　ケイタ
片嶋　弘貴 カタシマ　ヒロタカ
門多　初恵 カドタ　ハツエ
金井　恵梨 カナイ　エリ
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氏　　名 氏名カナ 勤務地
金氏　毅 カネウジ　タケシ
金子　真梨 カネコ　マリ
神谷　昇 カミヤ　ノボル
亀田　光昭 カメダ　ミツアキ
川上　真奈 カワカミ　マナ
神崎　夕貴 カンザキ　ユキ
北原　秀治 キタハラ　シュウジ
木村　領太 キムラ　リョウタ
清末　崇裕 キヨスエ　タカヒロ
金　美良 キン　ミラ
楠原　康平 クスハラ　コウヘイ
栗山　真澄 クリヤマ　マスミ
小出　大至 コイデ　ダイジ
合田　宜子 ゴウダ　ノリコ
合田　裕 ゴウダ　ユウ
幸地　真人 コウチ　マサト
上妻　亜也子 コウヅマ　アヤコ
河野　知容 コウノ　チヨ
小谷　悠里 コタニ　ユリ
後藤　卓也 ゴトウ　タクヤ
後藤　倫子 ゴトウ　ミチコ
小原　圭太郎 コハラ　ケイタロウ
小松　陽菜 コマツ　ハルナ
小山　修示 コヤマ　シュウジ
近藤　忠稚 コンドウ　タダノリ
金銅　真世 コンドウ　マヨ
近藤　祐平 コンドウ　ユウヘイ
斎田　尚貴 サイダ　ナオタカ
齊藤　教子 サイトウ　キョウコ
坂田　岳一 サカタ　タケイチ
佐藤　淳 サトウ　ジュン
佐藤　大典 サトウ　ダイスケ
佐野　めぐみ サノ　メグミ
佐野　祐美 サノ　ユミ
柴崎　麻衣子 シバサキ　マイコ
島田　拓矢 シマダ　タクヤ
嶋根　哲 シマネ　テツ
清水　純子 シミズ　ジュンコ
上瀧　麻里子 ジョウタキ　マリコ
菅原　美貴 スガハラ　ミキ
須藤　亜紀子 スドウ　アキコ
瀬戸　佳穂里 セト　カホリ
妹尾　昌紀 セノオ　マサキ
仙名　あかね センナ　アカネ
外堀　恵 ソトボリ　メグミ
高岡　昌男 タカオカ　マサオ
高須　彩子 タカス　アヤコ
高田　紘行 タカダ　ヒロユキ
高野　雅代 タカノ　マサヨ
高橋　香織 タカハシ　カオリ
高橋　貴啓 タカハシ　タカヒロ
高畠　清文 タカバタケ　キヨフミ
竹内　理華 タケウチ　リカ
田尻　姿穂 タジリ　シホ
田中　輝 タナカ　アキラ
田中　祐介 タナカ　ユウスケ
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田中　善子 タナカ　ヨシコ
田村　美樹 タムラ　ミキ
陳　資史 チン　モトフミ
津田　喜代 ツダ　キヨ
永井　清志 ナガイ　キヨシ
中井　雄一郎 ナカイ　ユウイチロウ
中右　かよ ナカウ　カヨ
永田　祥子 ナガタ　ショウコ
中野　明日香 ナカノ　アスカ
中村　恵理子 ナカムラ　エリコ
中村　和弘 ナカムラ　カズヒロ
中山　恵子 ナカヤマ　ケイコ
中山　雪詩 ナカヤマ　ユキシ
並川　麻理 ナミカワ　マリ
野上　以織 ノガミ　イオリ
野上　美穂 ノガミ　ミホ
野田　憲 ノダ　ケン
野田　康平 ノダ　コウヘイ
野中　太一郎 ノナカ　タイチロウ
乃村　純江 ノムラ　スミエ
長谷部　麻由 ハセベ　マユ
秦　真知子 ハタ　マチコ
花岡　理佳 ハナオカ　リカ
塙　健志 ハナワ　タケシ
林田　咲 ハヤシダ　サキ
原田　知恵 ハラダ　チエ
東浦　正也 ヒガシウラ　マサヤ
樋口　雅俊 ヒグチ　マサトシ
平松　悠紀 ヒラマツ　ユキ
廣田　雅幸 ヒロタ　マサユキ
藤井　麻夕子 フジイ　マユコ
藤田　陽平 フジタ　ヨウヘイ
藤原　由里 フジワラ　ユリ
藤原　亘 フジワラ　ワタル
二木　祐美 フタツギ　ユミ
古瀬　健 フルセ　ケン
北郷　明成 ホクゴウ　アキシゲ
前田　祐二郎 マエダ　ユウジロウ
桝井　敦史 マスイ　アツシ
松井　春樹 マツイ　ハルキ
松村　真由美 マツムラ　マユミ
松本　章禎 マツモト　アキヨシ
松本　聖武 マツモト　セイブ
三木　武寛 ミキ　タケヒロ
峯　真理子 ミネ　マリコ
宮入　貴昭 ミヤイリ　タカアキ
宮下　みどり ミヤシタ　ミドリ
宮嶋　大輔 ミヤジマ　ダイスケ
三輪　明子 ミワ　アキコ
村上　拓也 ムラカミ　タクヤ
村田　奈保子 ムラタ　ナオコ
目澤　友 メザワ　ユウ
守田　健太郎 モリタ　ケンタロウ
矢内　理沙 ヤナイ　リサ
山川　賀子 ヤマカワ　ヨシコ
山口　陽平 ヤマグチ　ヨウヘイ
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山崎　聡子 ヤマザキ　サトコ
山下　雄平 ヤマシタ　ユウヘイ
山本　恵美 ヤマモト　エミ
山本　祐也 ヤマモト　ユウヤ
横田　聡 ヨコタ　ソウ
吉川　宜近 ヨシカワ　ノリチカ
米沢　行余 ヨネザワ　イクヨ
若杉　好彦 ワカスギ　ヨシヒコ
渡辺　高 ワタナベ　タカシ
渡部　達久 ワタナベ　タツヒサ
渡邊　正章 ワタナベ　マサアキ
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