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2022・2023年度　代議員選挙当選人名簿　（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

<北日本支部　大学施設　31名＞

選挙区№ 所　　属 氏　　名

　北川　善政

　佐藤　淳

　足利　雄一

　大廣　洋一

103
北海道医療大学 歯学部

生体機能・病態学系 組織再建口腔外科学分野
　志茂　剛

104
北海道医療大学 歯学部

生体機能・病態学系 顎顔面口腔外科学分野
　永易　裕樹

　宮本　郁也

　山田　浩之

　宮下　仁

　山内　健介

　金　秀樹

　高田　訓

　小林　正治　

　船山　昭典

　児玉　泰光

　冨原　圭

　小林　英三郎

　田中　彰

　戸谷　収二

　水谷　太尊

　竹川　政範

　吉田　将亜

　出張　裕也

　宮崎　晃亘

　久保田　耕世

　小林　恒

　高野　裕史

　福田　雅幸

　飯野　光喜

　石川　恵生

117 福島県立医科大学 附属病院 歯科口腔外科 　金子　哲治

106
東北大学大学院 歯学研究科

病態マネジメント歯学講座 顎顔面・口腔外科学分野

107 奥羽大学 歯学部 口腔外科学講座

108
新潟大学大学院 医歯学総合研究科

顎顔面再建学講座 組織再建口腔外科学分野

115 秋田大学 医学部附属病院 歯科口腔外科

116 山形大学 医学部 歯科口腔・形成外科学講座

112 旭川医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

113 札幌医科大学 医学部 口腔外科学講座

114
弘前大学大学院 医学研究科

医科学専攻 歯科口腔外科学講座

101
北海道大学大学院 歯学研究院

口腔病態学分野 口腔診断内科学教室

102
北海道大学大学院 歯学研究院

口腔病態学分野 口腔顎顔面外科学教室

105
岩手医科大学 歯学部

口腔顎顔面再建学講座 口腔外科学分野

109
新潟大学大学院 医歯学総合研究科

口腔健康科学講座 顎顔面口腔外科学分野

110 日本歯科大学 新潟生命歯学部 口腔外科学講座

111 日本歯科大学 新潟病院 口腔外科

1 / 10 



＜北日本支部　診療施設　13名＞

氏　　名

長岡赤十字病院歯科口腔外科 　飯田　明彦

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター口腔腫瘍外科 　上田　倫弘

市立札幌病院歯科口腔外科 　小野　貢伸

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター歯科口腔外科 　後藤　哲

社会医療法人母恋日鋼記念病院歯科口腔外科 　榊原　典幸

一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北福島病院口腔外科 　高橋　哲

新潟県立中央病院歯科・口腔外科 　武田　幸彦

医療法人回生会大西病院歯科口腔外科 　鳥谷部　純行

山形県立中央病院歯科口腔外科 　濱本　宜興

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院歯科口腔外科 　針谷　靖史

独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院歯科口腔外科 　藤盛　真樹

社会医療法人北斗 北斗病院歯科口腔外科 　牧野　修治郎

岩手県立中央病院歯科口腔外科 　八木　正篤

＜関東支部　大学施設　63名＞

選挙区№ 所　　属 氏　　名

　高野　正行

　渡邊　章

　笠原　清弘

　片倉　朗

　森田　圭一

　儀武　啓幸

　依田　哲也

　原田　浩之

　道　泰之

　里見　貴史

　松野　智宣

　小林　隆太郎

　澁井　武夫

　田中　孝佳

　外木　守雄

　清水　治

　米原　啓之

210 日本大学 松戸歯学部 歯科外科学系 口腔外科学講座 　小宮　正道

　安部　貴大

205 日本歯科大学 生命歯学部 口腔外科学講座

206 日本歯科大学 附属病院 口腔外科

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

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

201 東京歯科大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座

202 東京歯科大学 歯学部 口腔病態外科学講座

207 日本大学 歯学部 口腔外科学第Ⅰ講座

208 日本大学 歯学部 口腔外科学第Ⅱ講座

211
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

所　　属
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　龍田　恒康

　森　一将

　重松　久夫

　山本　信治

　川口　浩司

　濱田　良樹

　里村　一人

　舘原　誠晃

　鎌谷　宇明

　齊藤　芳郎

　代田　達夫

　西條　英人

　星　和人

　近津　大地

　長谷川　温

　莇生田　整治

　宮下　英高

　鵜澤　一弘

　笠松　厚志

　坂本　洋右

　来生　知

　光藤　健司

　小川　将

　高山　優

　伊藤　耕

　佐藤　毅

　岡本　俊宏

　古賀　陽子

225 東邦大学 医学部 口腔外科学講座 　関谷　秀樹

　川又　均

　和久井　崇大

　青木　隆幸

　太田　嘉英

　野口　忠秀

　森　良之

　武川　寛樹

　山縣　憲司

230 東京慈恵会医科大学 医学部 歯科学教室 　高山　岳志

222
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

223 埼玉医科大学 医学部 口腔外科学講座

226 獨協医科大学 医学部 口腔外科学講座

219 慶應義塾大学 医学部 歯科・口腔外科学教室

220 千葉大学大学院 医学研究院 口腔科学講座

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

212
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

218 東京医科大学 医学部 口腔外科学分野

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

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　

213
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

214 鶴見大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座

215 鶴見大学 歯学部 口腔内科学（口腔外科学第二）講座

227 東海大学 医学部 専門診療学系 口腔外科学領域

229 筑波大学 医学医療系 顎口腔外科学

228 自治医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座
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231 防衛医科大学校 病院 歯科口腔外科 　横江　秀隆

　上木　耕一郎

　吉澤　邦夫

　阿部　成宏

　北野　尚孝

234 帝京大学医学部形成･口腔顎顔面外科学講座 　有坂　岳大

＜関東支部　診療施設　46名＞

氏　　名

公立阿伎留医療センター歯科口腔外科 　足立　雅利

聖マリアンナ医科大学川崎市立多摩病院歯科口腔外科 　石井　宏昭

ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院歯科・歯科口腔外科 　石井　良昌

日本歯科大学附属病院総合診療科 　石垣　佳希

医療法人社団緑成会横浜総合病院歯科口腔外科 　今村　栄作

独立行政法人国立病院機構災害医療センター歯科口腔外科 　岩成　進吉

国際医療福祉大学病院歯科口腔外科 　岩渕　博史

(公財)東京都保健医療公社 多摩北部医療センター歯科口腔外科 　潮田　高志

日野市立病院口腔外科 　内田　育宏

町田市民病院歯科・歯科口腔外科 　小笠原　健文

大谷記念病院歯科口腔外科 　岡田　宗久

東京医科大学八王子医療センター歯科口腔外科 　小川　隆

聖路加国際病院歯科口腔外科 　小澤　靖弘

小田歯科医院 　小田　泰之

川崎市立川崎病院歯科口腔外科 　鬼澤　勝弘

埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科 　金子　貴広

医療法人社団嬉泉会嬉泉病院歯科・口腔外科 　金子　忠良

神奈川歯科大学歯学部先進歯科医療センター 　河奈　裕正

国家公務員共済組合連合会立川病院歯科口腔外科 　木津　英樹

医療法人社団こうかん会日本鋼管病院歯科口腔外科 　齋藤　知之

東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科 　重松　司朗

明海大学歯学部付属明海大学病院 　嶋田　淳

地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター歯科口腔外科 　鈴木　茂

医療法人社団聖仁会我孫子聖仁会病院口腔外科 　鈴木　円

草加市立病院歯科口腔外科 　高田　典彦

高山歯科医院 　高山　泰男

春日部市立医療センター歯科口腔科 　武田　秋生

亀田メディカルセンター亀田総合病院歯科口腔外科 　田村　英俊

232
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

233
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

所　　属
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東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 　野村　武史

埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科 　日野　峻輔

羽生総合病院歯科口腔外科 　福永　秀一

公立昭和病院歯科口腔外科 　福與　晋邦

独立行政法人国立病院機構東京医療センター歯科口腔外科 　別所　央城

恩賜財団済生会横浜市東部病院歯科口腔外科 　堀内　俊克

独立行政法人 労働者健康安全機構関東労災病院歯科口腔外科 　堀江　彰久

医療法人社団聖陵会 　堀江　憲夫

公立福生病院歯科口腔外科 　馬越　誠之

自衛隊中央病院診療科歯科・口腔外科 　松江　高仁

東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科 　松尾　朗

都立墨東病院歯科口腔外科 　松崎　英雄

国立研究開発法人国立国際医療研究センター歯科・口腔外科 　丸岡　豊

埼玉県立がんセンター口腔外科 　八木原　一博

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター歯科口腔外科 　薬師寺　孝

国際医療福祉大学三田病院歯科口腔外科 　矢郷　香

がん・感染症センター都立駒込病院歯科口腔外科 　山内　智博

独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター歯科口腔外科 　吉田　俊一

＜中部支部　大学施設　29名＞

選挙区№ 所　　属 氏　　名

　栗原　祐史

　芳澤　享子

　阿知波　基信

　中山　敦史

　後藤　満雄

　長尾　徹

　笠井　唯克

　村松　泰徳

　栗田　浩

　酒井　洋徳

　日比　英晴

　藤尾　正人

　加藤　伸一郎

　渋谷　恭之

　田中　秀生

　増本　一真

309
岐阜大学大学院 医学系研究科

感覚運動医学講座 口腔外科学分野
　片桐　渉

306
名古屋大学大学院 医学研究科

頭頸部・感覚器外科学講座 顎顔面外科学

307
名古屋市立大学大学院 医学研究科

感覚器・形成医学講座 口腔外科学分野

308 浜松医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

301 松本歯科大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座

305 信州大学 医学部 歯科口腔外科学教室

302 愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座

303 愛知学院大学 歯学部 顎顔面外科学講座

304 朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 口腔外科学分野
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　新井　直也

　黒原　一人

　加藤　広禄

　川尻　秀一

312 金沢医科大学 医学部 顎口腔外科学講座 　中野　旬之

313
藤田医科大学 医学部

歯科・口腔外科学講座 口腔外科部門
　佐藤　公治

　野口　誠

　山田　慎一

　松田　慎平

　吉村　仁志

　風岡　宜暁

　古橋　明文

＜中部支部　診療施設　19名＞

氏　　名

静岡県立病院機構静岡県立総合病院歯科口腔外科 　足立　守安

名古屋掖済会病院歯科口腔外科 　阿部　厚

市立四日市病院歯科口腔外科 　石井　興

岐阜県総合医療センター歯科口腔外科 　石丸　純一

大垣市民病院歯科口腔外科 　梅村　昌宏

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院歯科口腔外科 　大岩　伊知郎

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター歯科口腔外科 　小田　知生

豊橋市民病院歯科口腔外科 　嘉悦　淳男

岐阜県立多治見病院歯科口腔外科 　河原　康

地域医療機能推進機構中京病院歯科口腔外科 　木下　弘幸

岡崎市民病院歯科口腔外科 　齊藤　輝海

豊川市民病院歯科口腔外科 　鈴木　慎太郎

春日井市民病院歯科口腔外科 　丹下　和久

愛知学院大学歯学部附属病院口唇口蓋裂センター 　夏目　長門

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター歯科口腔外科 　深野　英夫

磐田市立総合病院歯科口腔外科 　藤本　雄大

トヨタ記念病院歯科口腔外科 　町田　純一郎

石川県立中央病院歯科口腔外科 　宮田　勝

豊橋医療センター歯科口腔外科 　湯浅　秀道

316 愛知医科大学 歯科口腔外科学講座

310
三重大学大学院 医学系研究科

臨床医学系講座 口腔・顎顔面外科学分野

311
金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科

外科系医学 領域 顎顔面口腔外科学分野

314
富山大学大学院 医学薬学研究部（医学）

歯科口腔外科学講座

315 福井大学 医学部 感覚運動医学講座 歯科口腔外科学領域

所　　属
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＜近畿支部　大学施設　26名＞

選挙区№ 所　　属 氏　　名

　井関　富雄

　吉田　博昭

　大西　祐一

　中嶋　正博

　磯村　恵美子

　田中　晋

　平岡　慎一郎

　鵜澤　成一

　松永　和秀

　中尾　一祐

　別所　和久

　植野　高章

　真野　隆充

　明石　昌也

　木本　明

　長谷川　巧実

　岸本　裕充

　野口　一馬

　鈴木　滋

　松村　達志

　越沼　伸也

　山本　学

　桐田　忠昭

　山川　延宏

　榎本　明史

　李　篤史

＜近畿支部　診療施設　29名＞

氏　　名

長浜赤十字病院歯科口腔外科 　浅田　泰幸

市立ひらかた病院歯科口腔外科 　有吉　靖則

公立学校共済組合近畿中央病院歯科口腔外科 　石井　庄一郎

大阪警察病院歯科口腔外科 　石濱　孝二

西宮市立中央病院歯科口腔外科 　岩井　聡一

大阪市立総合医療センター口腔外科 　大石　建三

地方独立行政法人りんくう総合医療センター口腔外科 　大前　政利

地域医療機能推進機構紀南病院歯科口腔外科・顎顔面外科 　大亦　哲司

堺市立病院機構堺市立総合医療センター歯科口腔外科 　小倉　孝文

社会医療法人田北会田北病院歯科口腔外科 　川上　哲司

412 奈良県立医科大学 医学部 口腔外科学講座

413 近畿大学病院 歯科口腔外科

410 和歌山県立医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

411 滋賀医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

401 大阪歯科大学 口腔外科学第一講座

402 大阪歯科大学 口腔外科学第二講座

408
神戸大学大学院 医学研究科 臨床医学領域

外科系講座 口腔外科学分野

409 兵庫医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

407
大阪医科薬科大学

感覚器機能形態医学講座 口腔外科学教室

403
大阪大学大学院 歯学研究科

顎口腔病因病態制御学講座 口腔外科学第1教室

404
大阪大学大学院 歯学研究科

顎口腔病因病態制御学講座 口腔外科学第2教室

405
京都大学大学院 医学研究科

感覚運動系外科学講座 口腔外科学分野

所　　属
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木下歯科医院 　木下　智

医療法人中央会尼崎中央病院歯科口腔外科 　佐々木　昇

市立岸和田市民病院歯科口腔外科 　島　盛隆

医療法人明和病院歯科口腔外科 　末松　基生

大阪赤十字病院歯科口腔外科 　杉立　光史

行岡病院歯科口腔外科 　妹尾　日登美

神戸市立医療センター中央市民病院歯科口腔外科 　竹信　俊彦

地方独立行政法人市立東大阪医療センター歯科･口腔外科 　千足　浩久

津田歯科医院 　津田　高司

大阪公立大学大学院医学研究科歯科口腔外科学 　中原　寛和

地方独立行政法人公立甲賀病院歯科口腔外科 　蝿庭　秀也

八尾市立病院歯科口腔外科 　浜口　裕弘

公益財団法人甲南会甲南医療センター歯科口腔外科 　古土井　春吾

大阪母子医療センター口腔外科 　山西　整

奈良県総合医療センター口腔外科 　山本　一彦

社会医療法人医真会八尾総合病院歯科口腔外科 　柚木　大和

洛和会音羽病院京都口腔健康センター京都顎変形症センター 　横江　義彦

独立行政法人労働者健康安全機構大阪ろうさい病院歯科口腔外科 　吉岡　秀郎

国立病院機構大阪医療センター口腔外科 　吉本　仁

＜中国四国支部　大学施設　23名＞

選挙区№ 所　　属 氏　　名

　柳本　惣市

　吉岡　幸男

　相川　友直

　小野　重弘

503
徳島大学大学院 医歯薬学研究部

顎口腔再建医学講座 口腔内科学分野
　青田　桂子

　工藤　景子

　宮本　洋二

　飯田　征二

　水川　展吉

　伊原木　聰一郎

　西山　明慶

　原田　耕志

　三島　克章

　小谷　勇

　土井　理恵子

509
川崎医科大学 医学部

歯科総合口腔医療学教室
　向井　隆雄

508
鳥取大学 医学部

感覚運動医学講座 口腔顎顔面外科学分野

506
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科

腫瘍制御学講座 口腔顎顔面外科学分野

507
山口大学大学院 医学系研究科

医学系学域 歯科口腔外科学講座

504
徳島大学大学院 医歯薬学研究部

分子口腔医学講座 口腔外科学分野

505
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科

口腔･顎･顔面機能再生制御学講座 顎口腔再建外科学分野

501
広島大学大学院 医系科学研究科

口腔腫瘍制御学

502 広島大学大学院 医系科学研究科 口腔外科学
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　内田　大亮

　中城　公一

　奥井　達雄

　管野　貴浩

512 高知大学 医学部 歯科口腔外科学講座 　山本　哲也

　中井　史

　三宅　実

＜中国四国支部　診療施設　8名＞

氏　　名

広島大学大学院医系科学研究科口腔健康科学講座公衆口腔保健学 　太田　耕司

山口県立総合医療センター歯科口腔外科 　岡藤　正樹

島根県立中央病院歯科口腔外科 　尾原　清司

県立広島病院歯科・口腔外科 　神田　拓

鳥取県立中央病院歯科・口腔外科 　木谷　憲典

高知医療センター歯科口腔外科 　立本　行宏

香川県立中央病院歯科・口腔外科 　古木　良彦

福山市民病院歯科口腔外科 　目瀬　浩

＜九州支部　大学施設　29名＞

選挙区№ 所　　属 氏　　名

　笹栗　正明

　冨永　和宏

　吉岡　泉

　吉賀　大午

　川野　真太郎

　中村　誠司

　熊丸　渉

　山田　朋弘

　橋本　憲一郎

　平木　昭光

　池邉　哲郎

　古賀　千尋

　梅田　正博

　川崎　五郎

608
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科

展開医療科学講座 顎口腔再生外科学分野
　大場　誠悟

511
島根大学大学院 学術研究院

医学・看護学系 医学部 歯科口腔外科学

604
九州大学大学院 歯学研究院

口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面外科学分野

605
福岡歯科大学 歯学部

口腔･顎顔面外科学講座 口腔腫瘍学分野

602 九州歯科大学 生態機能学講座 口腔内科学分野

603
九州大学大学院 歯学研究院

口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野

601 九州歯科大学 生態機能学講座 顎顔面外科学分野

513 香川大学 医学部 歯科口腔外科学講座

606
福岡歯科大学 歯学部

口腔･顎顔面外科学講座 口腔外科学分野

607
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科

展開医療科学講座 口腔腫瘍治療学分野

所　　属

510
愛媛大学大学院 医学系研究科

器官･形態領域 口腔顎顔面外科学講座

9 / 10 



　杉浦　剛

　比地岡　浩志

610
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科

顎顔面機能再建学講座 口腔顎顔面外科学分野
　中村　典史

611 福岡大学 医学部 医学科 歯科口腔外科学講座 　近藤　誠二

612 産業医科大学 病院 歯科口腔外科 　宮脇　昭彦

　楠川　仁悟

　中村　守厳

　中山　秀樹

　吉田　遼司

615
宮崎大学 医学部

感覚運動医学講座 顎顔面口腔外科学分野
　山下　善弘

　檀上　敦

　山下　佳雄

617 大分大学 医学部 歯科口腔外科学講座 　河野　憲司

618
琉球大学大学院医学研究科

顎顔面口腔機能再建学講座
　河野　俊広

＜九州支部　診療施設　11名＞

氏　　名

沖縄県立中部病院歯科口腔外科 　新垣　敬一

独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター歯科口腔外科 　井原　功一郎

鹿児島県立大島病院歯科口腔外科 　今村　晴幸

別府口腔保健センター口腔外科 　黒川　英雄

中津市民病院歯科口腔外科 　高橋　喜浩

国立病院機構熊本医療センター歯科・口腔外科 　中島　健

飯塚病院歯科口腔外科 　中松　耕治

公立学校共済組合九州中央病院歯科口腔外科 　堀之内　康文

宮崎県立延岡病院歯科口腔外科 　山本　哲彰

独立行政法人国立病院機構 九州医療センター歯科口腔外科 　吉川　博政

医療法人伊東会伊東歯科口腔病院歯科口腔外科 　吉武　義泰

所　　属

613 久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター

614
熊本大学大学院 生命科学研究部

感覚･運動医学講座 歯科口腔外科学講座

616 佐賀大学 医学部 歯科口腔外科学講座

609
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科

顎顔面機能再建学講座 顎顔面疾患制御学分野
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