
（公社）日本口腔外科学会口腔外科専門医名簿　　東京都（50音順） 225名　　　　　

2016年4月1日現在

氏　　名 氏名カナ 勤務地
秋元　善次 アキモト　ヨシツグ 東京都
朝波　惣一郎 アサナミ　ソウイチロウ 東京都
莇生田　整治 アソダ　セイジ 東京都
足立　雅利 アダチ　マサトシ 東京都
虻川　東嗣 アブカワ　ハルツギ 東京都
阿部　成宏 アベ　シゲヒロ 東京都
安部　貴大 アベ　タカヒロ 東京都
阿部　正人 アベ　マサト 東京都
安藤　智博 アンドウ　トモヒロ 東京都
伊介　昭弘 イカイ　アキヒロ 東京都
池田　憲昭 イケダ　ノリアキ 東京都
石垣　佳希 イシガキ　ヨシキ 東京都
石田　惠 イシダ　サトシ 東京都
泉　祐幸 イズミ　ユウコウ 東京都
市川　秀樹 イチカワ　ヒデキ 東京都
市ノ川　義美 イチノカワ　ヨシミ 東京都
井出　愛周 イデ　ヨシノリ 東京都
伊藤　亜希 イトウ　アキ 東京都
伊東　大典 イトウ　ダイスケ 東京都
岩瀬　正泰 イワセ　マサヤス 東京都
岩成　進吉 イワナリ　シンキチ 東京都
上杉　崇史 ウエスギ　タカシ 東京都
上野　弘貴 ウエノ　ヒロタカ 東京都
鵜澤　成一 ウザワ　ナリカズ 東京都
潮田　高志 ウシオダ　タカシ 東京都
臼田　慎 ウスダ　シン 東京都
内田　育宏 ウチダ　イクヒロ 東京都
宇山　理紗 ウヤマ　リサ 東京都
大木　秀郎 オオキ　ヒデロウ 東京都
大倉　一徳 オオクラ　カズノリ 東京都
大澤　毅晃 オオサワ　タケアキ 東京都
大鶴　洋 オオツル　ヒロシ 東京都
大橋　勝 オオハシ　マサル 東京都
大村　欣章 オオムラ　ヨシアキ 東京都
大山　定男 オオヤマ　サダオ 東京都
大山　厳雄 オオヤマ　ヨシオ 東京都
岡崎　雄一郎 オカザキ　ユウイチロウ 東京都
小笠原　健文 オガサワラ　タケフミ 東京都
岡田　豊 オカダ　ユタカ 東京都
岡本　俊宏 オカモト　トシヒロ 東京都
岡本　正人 オカモト　マサト 東京都
小川　隆 オガワ　タカシ 東京都
小澤　靖弘 オザワ　ヤスヒロ 東京都
小田　泰之 オダ　ヤスユキ 東京都
小野沢　基太郎 オノザワ　キタロウ 東京都
小俣　裕昭 オマタ　ヒロアキ 東京都
小村　健 オムラ　ケン 東京都
香川　智正 カガワ　トシマサ 東京都
柿澤　卓 カキザワ　タカシ 東京都
笠原　清弘 カサハラ　キヨヒロ 東京都
片海　裕明 カタウミ　ヒロアキ 東京都
片岡　竜太 カタオカ　リュウタ 東京都
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氏　　名 氏名カナ 勤務地
片倉　朗 カタクラ　アキラ 東京都
勝田　秀行 カツタ　ヒデユキ 東京都
加藤　伸 カトウ　シン 東京都
兼古　晃輔 カネコ　コウスケ 東京都
金子　忠良 カネコ　タダヨシ 東京都
金子　裕之 カネコ　ヒロユキ 東京都
樺沢　勇司 カバサワ　ユウジ 東京都
鎌谷　宇明 カマタニ　タカアキ 東京都
神山　勲 カミヤマ　イサオ 東京都
唐木田　一成 カラキダ　カズナリ 東京都
川田　賢介 カワダ　ケンスケ 東京都
河奈　裕正 カワナ　ヒロマサ 東京都
川俣　綾 カワマタ　アヤ 東京都
岸　豊子 キシ　トヨコ 東京都
木住野　義信 キシノ　ヨシノブ 東京都
北野　尚孝 キタノ　ヒサタカ 東京都
木津　英樹 キヅ　ヒデキ 東京都
杵渕　孝雄 キネブチ　タカオ 東京都
熊坂　士 クマサカ　アキラ 東京都
藏口　潤 クラグチ　ジュン 東京都
黒川　英人 クロカワ　ヒデト 東京都
黒原　一人 クロハラ　カズト 東京都
国府田　英敏 コウダ　ヒデトシ 東京都
河野　通秀 コウノ　ミチヒデ 東京都
小枝　弘実 コエダ　ヒロミツ 東京都
小枝（小栗）　聡子 コエダ（オグリ）　サトコ 東京都
古賀　陽子 コガ　ヨウコ 東京都
小高　利絵 コダカ　リエ 東京都
小林　明子 コバヤシ　アキコ 東京都
小林　大輔 コバヤシ　ダイスケ 東京都
小林　隆 コバヤシ　タカシ 東京都
小林　裕 コバヤシ　ユタカ 東京都
小林　隆太郎 コバヤシ　リュウタロウ 東京都
西條　英人 サイジョウ　ヒデト 東京都
齊藤　力 サイトウ　チカラ 東京都
齋藤　浩人 サイトウ　ヒロト 東京都
酒井　英紀 サカイ　エイキ 東京都
坂本　一郎 サカモト　イチロウ 東京都
阪本　栄一 サカモト　エイイチ 東京都
坂本　春生 サカモト　ハルオ 東京都
坂本　泰宏 サカモト　ヤスヒロ 東京都
酒向　誠 サコウ　マコト 東京都
佐藤　淳一 サトウ　ジュンイチ 東京都
佐藤　貴子 サトウ　タカコ 東京都
佐藤　孝幸 サトウ　タカユキ 東京都
佐藤　仁 サトウ　マサシ 東京都
里見　貴史 サトミ　タカフミ 東京都
佐野　次夫 サノ　ツグオ 東京都
三宮　慶邦 サングウ　ヨシクニ 東京都
重松　司朗 シゲマツ　シロウ 東京都
重松　可明 シゲマツ　ヨシアキ 東京都
志田　裕子 シダ　ヒロコ 東京都
柴　秀行 シバ　ヒデユキ 東京都
柴原　孝彦 シバハラ　タカヒコ 東京都
島本　裕彰 シマモト　ヒロアキ 東京都
清水　治 シミズ　オサム 東京都
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氏　　名 氏名カナ 勤務地
荘司　洋文 ショウジ　ヒロブミ 東京都
白川　正順 シラカワ　マサヨリ 東京都
代田　達夫 シロタ　タツオ 東京都
新谷　悟 シンタニ　サトル 東京都
末永　英之 スエナガ　ヒデユキ 東京都
須賀　則幸 スカ　ノリユキ 東京都
菅原　圭亮 スガハラ　ケイスケ 東京都
杉山　円 スギヤマ　マドカ 東京都
須佐美　英作 スサミ　エイサク 東京都
鈴木　麻衣子 スズキ　マイコ 東京都
関谷　秀樹 セキヤ　ヒデキ 東京都
関和　忠信 セキワ　タダノブ 東京都
瀬田　修一 セタ　シュウイチ 東京都
園田　格 ソノダ　イタル 東京都
高久　勇一朗 タカク　ユウイチロウ 東京都
高田　和雄 タカダ　カズオ 東京都
高戸　毅 タカト　ツヨシ 東京都
高野　直久 タカノ　ナオヒサ 東京都
高野　正行 タカノ　マサユキ 東京都
高橋　悦子 タカハシ　エツコ 東京都
高橋　浩二 タカハシ　コウジ 東京都
高橋　雄三 タカハシ　ユウゾウ 東京都
高原　楠旻 タカハラ　ナミアキ 東京都
寳田　博 タカラダ　ヒロシ 東京都
武田　明子 タケダ　アキコ 東京都
武田　栄三 タケダ　エイゾウ 東京都
竹味　利晃 タケミ　トシアキ 東京都
立川　敬子 タチカワ　ノリコ 東京都
田中　香衣 タナカ　カエ 東京都
田中　潤一 タナカ　ジュンイチ 東京都
田中　孝佳 タナカ　タカヨシ 東京都
田中　延幸 タナカ　ノブユキ 東京都
谷口　誠 タニグチ　マコト 東京都
玉田　八束 タマダ　ヤツカ 東京都
近津　大地 チカヅ　ダイチ 東京都
塚原　宏泰 ツカハラ　ヒロヤス 東京都
塚原　妹美 ツカハラ　マイミ 東京都
津島　文彦 ツシマ　フミヒコ 東京都
續　雅子 ツヅキ　マサコ 東京都
角田　和之 ツノダ　カズユキ 東京都
津山　昌嗣 ツヤマ　マサシ 東京都
津山　泰彦 ツヤマ　ヤスヒコ 東京都
寺門　正昭 テラカド　マサアキ 東京都
外木　守雄 トノギ　モリオ 東京都
富岡　寛文 トミオカ　ヒロフミ 東京都
友松　伸允 トモマツ　ノブヨシ 東京都
長島　弘征 ナガシマ　ヒロユキ 東京都
中西　宏志 ナカニシ　コウジ 東京都
南雲　祐二 ナグモ　ユウジ 東京都
生木　俊輔 ナマキ　シュンスケ 東京都
西原　昇 ニシハラ　ノボル 東京都
西堀　陽平 ニシホリ　ヨウヘイ 東京都
根本　敏行 ネモト　トシユキ 東京都
野村　幸恵 ノムラ　サチエ 東京都
長谷川　温 ハセガワ　オン 東京都
畑田　憲一 ハタダ　ケンイチ 東京都
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氏　　名 氏名カナ 勤務地
羽鳥　仁志 ハトリ　マサシ 東京都
花上　伸明 ハナウエ　ノブアキ 東京都
原田　浩之 ハラダ　ヒロユキ 東京都
平井　秀明 ヒライ　ヒデアキ 東京都
平田　康 ヒラタ　ヤスシ 東京都
深田　健治 フカダ　ケンジ 東京都
福與　晋邦 フクヨ　シンホウ 東京都
藤村　長久 フジムラ　ナガヒサ 東京都
別所　央城 ベッショ　ヒロキ 東京都
星野　真 ホシノ　マコト 東京都
細木　美佐 ホソキ　ミサ 東京都
堀口　英之 ホリグチ　ヒデユキ 東京都
本田　雅彦 ホンダ　マサヒコ 東京都
前田　慶子 マエダ　ケイコ 東京都
馬越　誠之 マゴシ　セイシ 東京都
又賀　泉 マタガ　イズミ 東京都
松崎　英雄 マツザキ　ヒデオ 東京都
松野　智宣 マツノ　トモノリ 東京都
丸岡　靖史 マルオカ　ヤスブミ 東京都
丸岡　豊 マルオカ　ユタカ 東京都
丸川　恵理子 マルカワ　エリコ 東京都
水谷　美保 ミズタニ　ミホ 東京都
道　泰之 ミチ　ヤスユキ 東京都
道脇　幸博 ミチワキ　ユキヒロ 東京都
皆澤　肇 ミナザワ　ハジメ 東京都
湊　秀次 ミナト　シュウジ 東京都
三宅　正彦 ミヤケ　マサヒコ 東京都
宮坂　孝弘 ミヤサカ　タカヒロ 東京都
宮下　英高 ミヤシタ　ヒデタカ 東京都
宮本　重樹 ミヤモト　シゲキ 東京都
宮本　亮三 ミヤモト　リョウゾウ 東京都
名生　邦彦 ミョウ　クニヒロ 東京都
武藤　幸恵 ムトウ　ユキエ 東京都
村瀬　博文 ムラセ　ヒロフミ 東京都
森　紀美江 モリ　キミエ 東京都
森　国和 モリ　クニカズ 東京都
森田　圭一 モリタ　ケイイチ 東京都
八木　裕香子 ヤギ　ユカコ 東京都
矢郷　香 ヤゴウ　カオリ 東京都
矢島　安朝 ヤジマ　ヤストモ 東京都
八十　篤聡 ヤソ　アツトシ 東京都
柳井　智惠 ヤナイ　チエ 東京都
山　満 ヤマ　ミツル 東京都
山内　智博 ヤマウチ　トモヒロ 東京都
山口　聡 ヤマグチ　サトシ 東京都
山口　真吾 ヤマグチ　シンゴ 東京都
山口　雅庸 ヤマグチ　マサツネ 東京都
山崎　卓 ヤマザキ　タカシ 東京都
山城　正司 ヤマシロ　マサシ 東京都
山田　俊平 ヤマダ　シュンペイ 東京都
山本　悦秀 ヤマモト　エツヒデ 東京都
横山　葉子 ヨコヤマ　ヨウコ 東京都
吉田　和正 ヨシダ　カズマサ 東京都
吉田　秀児 ヨシダ　シュウジ 東京都
吉濱　泰斗 ヨシハマ　ヤスト 東京都
米原　啓之 ヨネハラ　ヨシユキ 東京都
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氏　　名 氏名カナ 勤務地
渡邊　章 ワタナベ　アキラ 東京都
渡辺　仁資 ワタナベ　ヒトシ 東京都
渡邊　裕之 ワタナベ　ヒロユキ 東京都
渡辺　正人 ワタナベ　マサト 東京都
渡邉　正敏 ワタナベ　マサトシ 東京都
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（公社）日本口腔外科学会口腔外科専門医名簿　　その他（50音順） 71名　　　　　

2016年4月1日現在

氏　　名 氏名カナ 勤務地
青木　将虎 アオキ　マサトラ
足立　実 アダチ　ミノル
有末　眞 アリスエ　マコト
石井　輝彦 イシイ　テルヒコ
石川　詔子 イシカワ　アキコ
井上　さやか イノウエ　サヤカ
今井　裕 イマイ　ユタカ
岩本　昌平 イワモト　ショウヘイ
岡野　博郎 オカノ　ハクロウ
奥富　直 オクトミ　タダシ
尾崎　登喜雄 オサキ　トキオ
小野田　慈美 オノダ　メグミ
鏡内　肇 カガミウチ　ハジメ
香月　武 カツキ　タケシ
門久　美紀子 カドヒサ　ミキコ
神谷　博昭 カミヤ　ヒロアキ
川島　清美 カワシマ　キヨミ
岸　直子 キシ　ナオコ
工藤　逸郎 クドウ　イツロウ
熊澤　康雄 クマザワ　ヤスオ
小泉　英彦 コイズミ　ヒデヒコ
後藤　基宏 ゴトウ　モトヒロ
斎藤　徹 サイトウ　トオル
作田　正義 サクダ　マサヨシ
佐藤　秀人 サトウ　ヒデト
佐藤　廣 サトウ　ヒロシ
佐藤　泰則 サトウ　ヤスノリ
塩入　重彰 シオイリ　シゲアキ
篠崎　文彦 シノザキ　フミヒコ
白石　剛士 シライシ　タケシ
新垣　晋 シンガキ　ススム
杉原　一正 スギハラ　カズマサ
鈴木　孝裕 スズキ　タカヒロ
高橋　英哲 タカハシ　ヒデノリ
高森　等 タカモリ　ヒトシ
谷　和俊 タニ　カズトシ
辻　佳奈子 ツジ　カナコ
永田　雅英 ナガタ　マサヒデ
長縄　吉幸 ナガナワ　ヨシユキ
難波　亜弥 ナンバ　アヤ
仁木　敦子 ニキ　アツコ
西村　敏 ニシムラ　サトシ
野間　弘康 ノマ　ヒロヤス
服部　宇 ハットリ　ヒサシ
濱尾　綾 ハマオ　アヤ
福田　幸太 フクタ　コウタ
福田　純一 フクダ　ジュンイチ
藤原　敏勝 フジワラ　トシカツ
古田　憲治 フルタ　ノリハル
細田　超 ホソダ　マサル
増田　元三郎 マスダ　ゲンザブロウ
松井　竜太郎 マツイ　リュウタロウ
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氏　　名 氏名カナ 勤務地
松下　祐樹 マツシタ　ユウキ
松田　光悦 マツダ　ミツヨシ
水城　春美 ミズキ　ハルミ
宮崎　英隆 ミヤザキ　ヒデタカ
虫本　浩三 ムシモト　コウゾウ
文　麻友美 ムン　マウミ
森　裕介 モリ　ユウスケ
八木　正篤 ヤギ　マサアツ
柳田　恵 ヤナギタ　メグミ
薮田　達雄 ヤブタ　タツオ
山城　崇裕 ヤマシロ　タカヒロ
山田　史郎 ヤマダ　シロウ
山田　祐敬 ヤマダ　ユタカ
由良　義明 ユラ　ヨシアキ
横井　基夫 ヨコイ　モトオ
横田　祐介 ヨコタ　ユウスケ
横林　敏夫 ヨコバヤシ　トシオ
吉川　文弘 ヨシカワ　フミヒロ
吉増　秀實 ヨシマス　ヒデミ
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