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2022・2023年度代議員選挙　代議員候補者名簿　（選挙区分毎，五十音順）

（公社）日本口腔外科学会

　代議員選挙管理委員会

（関東支部　大学施設）

選挙区No. 選出母体名 選出数 フリガナ名

高野　正行 タカノ マサユキ

渡邊　章 ワタナベ アキラ

笠原　清弘 カサハラ キヨヒロ

片倉　朗 カタクラ アキラ

森田　圭一 モリタ ケイイチ

儀武　啓幸 ヨシタケ ヒロユキ

依田　哲也 ヨダ テツヤ

原田　浩之 ハラダ ヒロユキ

道　泰之 ミチ ヤスユキ

里見　貴史 サトミ タカフミ

松野　智宣 マツノ トモノリ

小林　隆太郎 コバヤシ リュウタロウ

澁井　武夫 シブイ タケオ

田中　孝佳 タナカ タカヨシ

外木　守雄 トノギ モリオ

清水　治 シミズ オサム

米原　啓之 ヨネハラ ヨシユキ

小宮　正道 コミヤ マサミチ

田中　茂男 タナカ シゲオ

安部　貴大 アベ タカヒロ

龍田　恒康 タツタ ツネヤス

森　一将 モリ カズマサ

重松　久夫 シゲマツ ヒサオ

山本　信治 ヤマモト ノブハル

川口　浩司 カワグチ コウジ

濱田　良樹 ハマダ ヨシキ

里村　一人 サトムラ カズヒト

舘原　誠晃 タテハラ セイコウ

鎌谷　宇明 カマタニ タカアキ

齊藤　芳郎 サイトウ ヨシロウ

代田　達夫 シロタ タツオ

西條　英人 サイジョウ ヒデト

星　和人 ホシ カズト

201

202

東京歯科大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座

東京歯科大学 歯学部 口腔病態外科学講座

2

2

203
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科

顎顔面頸部機能再建学講座 顎顔面外科学分野
3

204
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科

口腔機能再建学講座 顎口腔外科学分野
2

205 日本歯科大学 生命歯学部 口腔外科学講座 2

206

207

210

日本歯科大学 附属病院 口腔外科

日本大学 歯学部 口腔外科学第Ⅰ講座

日本大学 歯学部 口腔外科学第Ⅱ講座

日本大学 松戸歯学部 歯科外科学系 口腔外科学講座

208

2

2

2

2

2

216 昭和大学 歯学部 口腔外科学講座 顎顔面口腔外科学部門　 3

211

212

213

214

215

神奈川歯科大学 歯学部 臨床科学系

口腔外科学講座 口腔外科学分野

明海大学 歯学部 病態診断治療学講座

口腔顎顔面外科学分野1

217
東京大学大学院 医学系研究科

感覚･運動機能医学講座 口腔外科学分野
2

代議員候補者名 フリガナ氏

明海大学 歯学部 病態診断治療学講座

口腔顎顔面外科学分野2

鶴見大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座

鶴見大学 歯学部 口腔内科学（口腔外科学第二）講座

2

2

2

2
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近津　大地 チカヅ ダイチ

長谷川　温 ハセガワ オン

莇生田　整治 アソダ セイジ

宮下　英高 ミヤシタ ヒデタカ

鵜澤　一弘 ウザワ カツヒロ

笠松　厚志 カサマツ アツシ

坂本　洋右 サカモト ヨウスケ

来生　知 キオイ ミトム

光藤　健司 ミツドウ ケンジ

小川　将 オガワ マサル

高山　優 タカヤマ ユウ

伊藤　耕 イトウ コウ

佐藤　毅 サトウ ツヨシ

岡本　俊宏 オカモト トシヒロ

古賀　陽子 コガ ヨウコ

225 東邦大学 医学部 口腔外科学講座 1 関谷　秀樹 セキヤ ヒデキ

川又　均 カワマタ ヒトシ

和久井　崇大 ワクイ タカヒロ

青木　隆幸 アオキ タカユキ

太田　嘉英 オオタ ヨシヒデ

野口　忠秀 ノグチ タダヒデ

森　良之 モリ ヨシユキ

武川　寛樹 ブカワ ヒロキ

山縣　憲司 ヤマガタ ケンジ

230 東京慈恵会医科大学 医学部 歯科学教室 1 高山　岳志 タカヤマ タケシ

231 防衛医科大学校 病院 歯科口腔外科 1 横江　秀隆 ヨコエ ヒデタカ

上木　耕一郎 ウエキ コウイチロウ

吉澤　邦夫 ヨシザワ クニオ

阿部　成宏 アベ シゲヒロ

北野　尚孝 キタノ ヒサタカ

234 帝京大学医学部形成･口腔顎顔面外科学講座 1 有坂　岳大 アリサカ タケヒロ

220

218

219

東京医科大学 医学部 口腔外科学分野 2

慶應義塾大学 医学部 歯科・口腔外科学教室 2

233

226 獨協医科大学 医学部 口腔外科学講座

2

2

2

2

2

222

223

群馬大学大学院 医学系研究科

口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

埼玉医科大学 医学部 口腔外科学講座

224 東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

221 横浜市立大学大学院 医学研究科 顎顔面口腔機能制御学

232

2

筑波大学 医学医療系 顎口腔外科学

2

2

自治医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

227

228

229

東海大学 医学部 専門診療学系 口腔外科学領域

日本大学 医学部

耳鼻咽喉・頭頸部外科学系 歯科口腔外科学分野
2

山梨大学大学院 総合研究部

医学域臨床医学系 歯科口腔外科学講座
2

千葉大学大学院 医学研究院 口腔科学講座 3
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