
※全国6支部に分けて掲載しています。

北日本支部

（北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・新潟県）

氏      名 所      属

北川　善政 北海道大学大学院

末次　博 医療法人臨生会吉田病院

西方　聡 特定医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院

小松　賢一 奈良歯科医院

平塚　博義 北海道社会事業協会洞爺病院（略称 洞爺協会病院）

河野　正己 日本歯科大学

牧野　修治郎 社会医療法人北斗 北斗病院

青村　知幸 天童温泉篠田病院

井手　隆 にじいろ歯科口腔外科

小野　貢伸 市立札幌病院

北田　秀昭 函館中央病院

竹川　政範 旭川医科大学

鶴巻　浩 社会医療法人仁愛会新潟中央病院

土井上　輝夫 どいがみ歯科医院

長坂　浩

平野　正康

八木　正篤 岩手県立中央病院

田中　彰 日本歯科大学

飯田　明彦 長岡赤十字病院

小川　淳 岩手医科大学

後藤　哲 仙台医療センター

佐藤　淳 北海道大学大学院

関　克典 関歯科・口腔医療クリニック

鳥谷部　純行 医療法人回生会大西病院

星名　由紀子 木戸病院

香川　智正 自衛隊札幌病院

小板橋　勉 寿泉堂綜合病院

志茂　剛 北海道医療大学

須田　善行

高橋　正任 JCHO仙台病院

針谷　靖史 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院

山蔦　毅彦 新潟県立新発田病院

大久保　雅基 川西歯科
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岡田　益彦 旭川赤十字病院

新美　奏恵 新潟大学

林　信 北海道がんセンター

阿部　貴洋 北見赤十字病院

荻　和弘 札幌医科大学

秦　浩信 北海道がんセンター

阿部　陽子 仙台赤十字病院

橋元　亘 東北公済病院

嵐山　貴徳 あらし歯科口腔外科クリニック

上田　愛 札幌医科大学

阿部　亮輔 岩手県立中央病院

河西　敬子 寿泉堂綜合病院

大橋　祐生 岩手医科大学

松田　光平 共愛会病院

佐藤　英明 エルク歯科

赤柴　竜 日本歯科大学

廣末　晃之 北海道がんセンター

瀬戸　晥一 総合南東北病院 

関東支部

（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県）

氏      名 所      属

岡田　とし江 岡田歯科医院

平沼　康彦 平沼歯科医院

阪本　栄一 阪本デンタルクリニック

高野　直久 高野歯科医院

青木　紀昭 済生会横浜市南部病院

水谷　成孝 水谷歯科医院

川辺　良一 大船中央病院

野村　務 明海大学

石井　輝彦

小田　泰之 小田歯科医院

片海　裕明 スバル歯科クリニック

坂巻　秀明 坂巻歯科医院

酒巻　裕之 千葉県立保健医療大学

佐々木　忠昭 宇都宮記念病院

代田　達夫 昭和大学

須佐美　英作 すさみ歯科

住友　伸一郎 順天堂大学

中津留　誠 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター



長谷川　秀行 長谷川歯科口腔外科医院

堀本　進 湘南歯科口腔外科クリニック

水木　信之 ミズキデンタルオフィス・インプラントセンター横浜

塚原　妹美 塚原デンタルクリニック

三村　将文 市が尾歯科・歯科口腔外科クリニック

宮坂　孝弘 日本歯科大学

森本　佳成 神奈川歯科大学

山崎　康之 エレナ歯科クリニック

渡邉　正敏 西小山オーラルクリニック

松野　智宣 日本歯科大学

青木　隆幸 東海大学

石井　良昌 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院

太田　嘉英 東海大学

金村　弘成 ひろ歯科医院

神野　良一 かみの歯科クリニック

君島　祥子 君島歯科口腔外科クリニック

小林　裕 東京都立広尾病院

島田　学 あおぞら歯科クリニック

須賀　賢一郎 栃木医療センター

鈴木　克年 大久保病院

中島　博 富士通クリニック

西村　均 日本大学

野村　武史 東京歯科大学

平野　泰正 ひらの歯科クリニック

武川　寛樹 筑波大学

八木　裕香子 （医）三侑会　三木歯科医院

三觜　雅子 鵠沼海岸駅前歯科医院

山田　俊平 やまだ歯科口腔外科クリニック

山本　英雄 青山歯科医院

吉濱　泰斗 こぶちスマイル歯科

加藤　久視 太田記念病院

伊藤　耕 埼玉医科大学

今井　英樹 ひたちなか総合病院

上杉　尚子 聖マリア記念病院

宇山　理紗 昭和大学

太田　信介 横浜栄共済病院

岡崎　雄一郎 千人町歯科　八王子口腔外科・インプラントクリニック

小笠原　健文 町田市民病院

小倉　基 あすなろクリニック



西尾　可苗 やまわき歯科医院

西條　英人 東京大学

住谷　要 ハッピー歯科

武田　栄三 武田歯科医院

龍田　恒康 明海大学

田中　茂男 日本大学

岡田　倫子 岡田歯科医院

宮本　亮三 デンタルクリニック宮本

山根　正之 武蔵野赤十字病院

山本　信治 明海大学

米原　啓之 日本大学

西久保　周一 日本大学

恩田　健志 東京歯科大学

佐藤　貴子 日本大学

笠松　厚志 千葉大学大学院

鎌谷　宇明 昭和大学

前島　将之 自衛隊横須賀病院

小池　博文 小池歯科医院

小枝（小栗）　聡子 神奈川歯科大学

大久保　博基 オリオン歯科 イオン鎌ケ谷クリニック

馬杉　亮彦 東芝林間病院

水谷　美保 NTT東日本関東病院

大橋　勝 吉祥寺歯科口腔外科・矯正歯科

早坂　純一 芳賀赤十字病院

薬師寺　孝 高崎総合医療センター

加藤　伸 慶應義塾大学

増田　智丈 新百合ヶ丘総合病院

堀内　俊克 済生会横浜市東部病院

齋藤　高 たかいそ海岸歯科

末永　英之 東京大学

渡辺　正人 JR東京総合病院

續　雅子 つづき歯科医院

藤田　温志 東京西徳洲会病院

星　健太郎 鎌ヶ谷総合病院

釘本　琢磨 東京医科歯科大学大学院

日台　央子 千葉西総合病院

炭野　淳 埼玉県立がんセンター

高山　岳志 東京慈恵会医科大学

菅野　直美 筑波大学



日野　峻輔 埼玉医科大学

松江　高仁 自衛隊中央病院

田中　庸子 ウニクスよしかわ歯科

諸井　明徳 山梨大学

佐々木　亮 東京女子医科大学

伊豫田　学 千葉大学

皆川　康之 千葉県立佐原病院

貝淵　信之 東京女子医科大学

野島　淳也 かみむら歯科矯正歯科クリニック

山野　由紀男 千葉労災病院

中川　聡 東京医科歯科大学大学院

山下　陽介 横浜市立大学

大谷津　幸生 協和中央病院

萩原　僚一 桃の花歯科口腔外科クリニック

八木澤　潤子 東京都立大塚病院

栗原　絹枝 国際医療福祉大学

東郷　拓也 とうごう歯科口腔外科医院

神田　直典 津田沼カナデル歯科

榎木　祐一郎 埼玉医科大学

新井　剛 鶴見大学

星　和人 東京大学

朝波　惣一郎 山王病院

木下　靭彦

中部支部

（富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県）

氏      名 所      属

長尾　徹 愛知学院大学

佐野　和生 福井口腔保健センター

板東　高志 はんだ歯科医院

加藤　麦夫 むぎ歯科

野村　篤 野村歯科

上松　隆司 アップルロード・デンタルクリニック

河原　康 岐阜県立多治見病院

篠原　淳 緑ヶ丘デンタルクリニック

竹本　隆 蒲郡市民病院

宮田　勝 石川県立中央病院

安田　浩一 開田高原歯科診療所

山口　万枝 聖隷沼津病院

山家　誠 小牧市民病院



石井　興 市立四日市病院

小田　知生 名古屋医療センター

加藤　恵三 岐阜県総合医療センター

金山　景錫 ケイ歯科

栗山　智有 栗山歯科医院

神出　敏影 ジンデ歯科口腔外科

田中　仁 医療法人研成会 諏訪湖畔病院

服部　浩朋 国家公務員共済組合連合会 名城病院

松浦　宏昭 まつうら歯科・歯科口腔外科

上原　忍 信州上田医療センター

小田　邦博 グランツ歯科室

蔡　豪倫 市立島田市民病院

佐野　大輔 稲沢市民病院

清水　幹雄 ミキ歯科クリニック

竹内　伸一 たけうち歯科クリニック

中島　昌宗 中島歯科医院

福井　功政 歯科クリニック福井

福田　幸太 静岡県立総合病院

丸川　浩平 金沢医療センター

渡貫　圭 藤枝市立総合病院

脇田　壮 江南厚生病院

後藤　満雄 愛知学院大学

西澤　理史歩 にしざわ歯科

吉村　仁志 福井大学

石原　茂人 いしはら歯科クリニック

渡邉　賀子 聖隷浜松病院

西川　雅也 公立西知多総合病院

加藤　崇雄 金沢医科大学

畑中　隆志 はたなか歯科・口腔外科

藤　武智 常滑市民病院

阿部　友亮 阿部歯科医院

薗田　直志 そのだ歯科・口腔外科クリニック

藤浪　恒 岡崎市民病院

中西　義崇 浅間南麓こもろ医療センター

井上　博貴 愛知学院大学

齊藤　昌樹 総合病院 中津川市民病院

山本　翼 蒲郡市民病院

鎌田　孝広 長野市民病院

上嶋　伸知 名古屋医療センター



能登　善弘 のと歯科

布施　佑磨 一理堂歯科医院

田中　宏和 信州大学

近畿支部

（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県）

氏      名 所      属

廣谷　勝 広谷歯科医院

川本　知明 川本歯科口腔外科クリニック

美馬　孝至 第二大阪警察病院

山本　学 滋賀医科大学

墨　哲郎 市立池田病院

山口　好則 医療法人誠光会　淡海医療センター

内田　浩 れんげクリニック

大儀　和彦 かず歯科口腔外科クリニック

大前　政利 りんくう総合医療センター

加藤　逸郎 大阪大学大学院

岸本　裕充 兵庫医科大学

大石　建三 大阪市立総合医療センター

近藤　定彦 市立長浜病院

高崎　義人 森之宮病院

山本　一彦 奈良県総合医療センター

吉位　尚 よしい歯科口腔外科クリニック

鵜澤　成一 大阪大学大学院

奥　尚久 おく歯科口腔外科

尾田　充孝 おだ歯科

杉浦　勉 南奈良総合医療センター

妹尾　日登美 行岡病院

露木　基勝 服部記念病院

西松　成器 にしまつ歯科クリニック

野口　一馬 兵庫医科大学

橋谷　進 宝塚市立病院

福永　城司 福永歯科クリニック

松平　淳 松平・畠医科歯科クリニック

雨河　茂樹 市立池田病院

磯村　恵美子 大阪大学

梶原　淳久 かじはら歯科口腔外科

窪　寛仁 大阪歯科大学

小牧　誠史 こまき歯科医院

酒匂　潤 酒匂歯科



谷口　佳孝 医療法人たにぐち歯科・口腔外科

戸堂　耕造 とどう歯科クリニック

三浦　康寛 なかたに歯科クリニック

南川　勉 北播磨総合医療センター

宮井　幸子 宗本歯科医院

山口　昭彦 京都民医連中央病院

山西　整 大阪母子医療センター

渡邉　岳 渡邉歯科診療所

福田　あおい 福地歯科クリニック

濱田　正和 大阪大学

竹内　純一郎 兵庫県立丹波医療センター

谷池　直樹 神戸市立医療センター中央市民病院

東郷　由弥子 彦根市立病院

山川　延宏 奈良県立医科大学

佐野　寿哉 大阪市立総合医療センター

高藤　洋之 嵯峨嵐山たかふじ歯科医院

堀田　聡 奈良県立医科大学

清水　弦 市立東大阪医療センター

森　悟 医療法人社団健口会もり歯科

小山　典昭 兵庫県立尼崎総合医療センター

喜多　憲一郎

天野　克比古 大阪大学大学院

辻　忠孝 大阪大学大学院

石田　優 光恵会　ひかり歯科

永川　賢治 豊能町国民健康保険診療所

李　篤史 近畿大学

齋藤　翔太 滋賀県立総合病院

木本　奈津子 紀南病院

中村　泰士 奈良県立医科大学

吉本　仁 大阪医療センター

濱田　裕之 浜田歯科医院

中国四国支部

（鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県）

氏      名 所      属

道田　章仁 みちだ歯科クリニック

加地　亮詞 加地歯科医院

林堂　安貴 広島大学大学院

黒川　悦郎 倉敷中央病院

岡本　和己 かず歯科医院



松本　堅太郎 松本歯科医院

桐山　健 広島県立広島病院

立本　行宏 高知医療センター

八尾　正己 やお歯科クリニック

上原　雅隆 下関市立市民病院

藤田　善教 広島赤十字・原爆病院

目瀬　浩 福山市民病院

山田　庸介 岡山大学

内田　大亮 愛媛大学大学院

太田　耕司 広島大学大学院

鬼谷　信美 鬼谷歯科医院

島末　洋 広島総合病院

辻　光弘 辻歯科医院

木村　周子 中山歯科医院

信森　剛 信森歯科医院

向井　隆雄 川崎医科大学

山本　友美 川崎医科大学

石田　光生 石田歯科

田野　智之 中国中央病院

辰巳　博人 島根大学

恒松　晃司 歯科恒松医院

藤井　信行 鳥取大学

宮本　寿太郎 周東総合病院

梅田　浩嗣 山口大学

西山　祐生 徳山中央病院

矢尾　真弓 津山中央病院

九州支部

（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県）

氏      名 所      属

藤崎　誠 まこと歯科医院

牧　正啓 熊本パール総合歯科クリニック

宅間　政次 宅間歯科医院

冨永　和宏 九州歯科大学

福山　義邦 モートン歯科クリニック

梅田　正博 長崎大学大学院

鹿嶋　光司 宮崎県立日南病院

楠川　仁悟 久留米大学

中村　芳明 大分県済生会日田病院

平原　成浩 鹿児島市立病院



右山　裕則 右山歯科クリニック

宮脇　昭彦 産業医科大学

住吉　周平 スミヨシ歯科口腔外科こども歯科

木原　俊之 木原歯科医院

金城　尚典 歯科口腔外科クリニック

杉浦　剛 鹿児島大学大学院

引地　尚子 九州歯科大学

本田　康生 本田デンタルケア

安元　信也 安元歯科医院

山辺　滋 山辺歯科

吉岡　泉 九州歯科大学

入江　彰彦 いりえ歯科口腔外科クリニック

大山　順子 九州大学

奥村　晃 奥村歯科診療所

友寄　泰樹 ともよせ歯科医院

中山　秀樹 熊本大学大学院

平島　惣一 産業医科大学

藤田　弥千 田川市立病院

三浦　正資 みうら歯科口腔外科クリニック

坂元　亮一 今村総合病院

関　勝宏 せきかつひろ歯科口腔クリニック

高森　晃一 医療法人啓愛会 わたなべ歯科医院

高橋　宏昌

永尾　史徳 ながお歯科医院

吉武　義泰 伊東歯科口腔病院

狩野　岳史 沖縄県立宮古病院

矢内　雄太 九州大学大学院

石井　広太郎 飯塚病院

後藤　尊広 琉球大学

新中須　真奈 鹿児島市健康福祉局保健部

森山　雅文 九州大学

吉田　将律 福岡東医療センター

田中　拓也 天草中央総合病院

福間　大喜 くまもと県北病院


