
2019年度機構認定　口腔外科専門医

氏名 勤務先名 電話番号 勤務先住所

細木　美佐 東京都保健医療公社 大久保病院 03-5273-7711 新宿区歌舞伎町２－４４－１

前田　顕之 花畑歯科クリニック 092-567-8787 福岡市南区花畑２丁目１７－３６

木本　　明 神戸大学医学部附属病院 078-382-6213 神戸市中央区楠町７－５－２

井口　光世 医療法人研成会諏訪湖畔病院 0266-27-5500 岡谷市長地小萩１－１１－３０

高尾　香名 川崎医科大学 086-462-1111 倉敷市松島５７７

戸田　麗子 鶴見大学歯学部 045-580-8333 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

米本　嘉憲 高松赤十字病院 087-831-7101 高松市番町４－１－３

松本　和浩 大阪歯科大学歯学部 06-6910-1076 大阪市中央区大手前１－５－１７

下岡　尚史 下岡歯科 0744-42-6000 奈良県桜井市忍阪４５－１

住岡　　聡 すみおか歯科口腔外科 0797-61-8811 芦屋市大原町２－６ ラ・モール芦屋１１３－１

土肥　　豊 どい歯科口腔外科クリニック 0285-32-6121 栃木県下野市石橋５７１－１

佐藤　祐介 ゆう歯科・口腔外科クリニック登戸院 044-819-8886 川崎市多摩区登戸新町１４１アークヒルズ１階

吉田　敏弘 代官町クリニック吉田歯科 0172-38-4142 弘前市代官町１０８

藤盛　真樹 釧路労災病院 0154-22-7191 釧路市中園町１３番２３号

谷　　和俊 旭川南病院 0166-65-2220 旭川市神楽岡十四条７丁目１番１号

山崎　陽子 草加市立病院 0489-46-2200 草加市草加２－２１－１

大澤　　薫 大澤歯科医院 0297-65-1313 茨城県龍ヶ崎市中根台４－１－２４

飯濱　　剛 いいはま歯科クリニック 0250-58-1182 五泉市村松甲２１９０－１

皆澤　　肇 はじめ歯科医院中村橋 03-3577-8700 練馬区中村北２－１８－８新潟管財４号館１Ｆ

吉賀　大午 九州歯科大学 093-285-3067 北九州市小倉北区真鶴２－６－１

大河内 孝子 鹿児島大学大学院 099-275-6242 鹿児島市桜ケ丘８－３５－１

小林　龍彰 小林歯科クリニック 025-522-8123 上越市大貫４丁目６－１４

津留　昭二 つる歯科医院 0832-32-5555 下関市細江町２－２－１３

吉澤　泰昌 高知大学医学部 088-880-2423 南国市岡豊町小蓮

小村　　健 総合東京病院 03-3387-5421 中野区江古田３－１５－２

臼井　康裕 うすい歯科口腔外科クリニック 058-232-9677 岐阜市則武中１丁目２７－２４

太田　嘉幸 市立伊丹病院 072-777-3773 伊丹市昆陽池１丁目１００番地

後藤　圭也 後藤歯科医院 092-862-0418 福岡市早良区野芥４－４５－５５－１Ｆ

二宮　史浩 下関医療センター 083-231-5811 下関市上新地町３－３－８

有坂　岳大 帝京大学医学部 03-3964-1211 板橋区加賀２－１１－１

横井　基夫
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 052-858-7302 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１

五藤　晃義 ごとう歯科 058-387-0955 岐阜県羽島郡笠松町田代８１５

水野　裕和 津島市民病院 0567-28-5151 津島市橘町３丁目７３

阿部　正人 仙川デンタルケア 03-3326-4618 調布市仙川町３－１０－６ Brillia仙川１階

田中　孝佳 日本大学歯学部 03-3218-8082 千代田区神田駿河台１－８－１３

高原　楠旻 東京医科歯科大学大学院 03-5803-5427 文京区湯島１－５－４５

栢原　浩彰 松山市民病院 089-943-1151 松山市大手町２丁目６番地５

吉田　精司 せいじ歯科医院 0744-28-5817 橿原市西池尻町３４０－３

栗本　拓哉 栗本歯科 072-466-8469 泉佐野市羽倉崎上町２－３４４７－１ リヒト２１－1Ｆ

原　　 彰 川口市立医療センター 048-287-2525 川口市西新井宿１８０番地

山本　信也 山本歯科医院 0470-44-0021 千葉県南房総市千倉町南朝夷１２２０

平沼　勉 山口歯科診療所 0798-34-3600 西宮市田中町３－１エイヴィスプラザ２０３

石上　享嗣 総合病院　国保旭中央病院 0479-63-8111 千葉県旭市イの１３２６番地

小野　由起子 南魚沼市民病院 025-788-1222 南魚沼市六日町２６４３番地１

樋口　　崇 ツインズ歯科クリニック 0940-43-6088 福岡県福津市光陽台４丁目１－１５

前田　耕作 三菱三原病院 0848-67-2907 三原市糸崎町３－３－１

中井　裕美 札幌医科大学 011-611-2111 札幌市中央区南1条西１６丁目

瀧上　啓志 瀧上歯科医院 0749-55-4182 米原市小田１０４８番地

比留間　信行 ひるま歯科クリニック 04-2935-1357 入間市宮寺２３２９－３

柳田　　恵 神戸ルミナスデンタルクリニック 090-9863-7447 神戸市中央区三宮町

麻野　和宏 本島総合病院 0276-22-7165 太田市西本島３-８

村瀬　隆一 済生会西条病院 0897-55-5100 西条市朔日市２６９－１

徃西　良之 おうにし歯科医院 0743-55-0767 大和郡山市南郡山町４６４－１

浅香　卓哉 北海道大学大学院 011-706-4280 札幌市北区北１３条西７丁目



梅原　一成 梅原歯科医院 0773-42-3533 京都府綾部市幸通り１０

石川　恵生 山形大学医学部 023-628-5413 山形市飯田西２－２－２

村田　　勝 北海道医療大学 0133-23-1211 北海道石狩郡当別町字金沢１７５７

秋月　弘道 蓮田病院 048-766-8111 蓮田市根金１６６２－１

岸　　直子 米野木歯科 0561-76-7000 愛知県日進市米野木台５丁目１０２０番地

堀口　英之 ステラ歯科口腔外科クリニック 03-5799-6042 世田谷区新町２－３８－１５ 新町宮澤ビル２Ｆ

磯部　直子 磯部歯科医院 052-711-0812 名古屋市東区古出来２－１－１７

加藤　伸一郎 名古屋市立大学大学院 052-851-5511 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１

三宮　慶邦 日本橋三宮デンタルケアクリニック９９ 03-6262-1240 中央区日本橋本町３－１－４　センターヒルズ大島４Ｆ

川島　稔弘 川島歯科クリニック 0737-85-2717 有田市辻堂８００－２

川俣　　綾 日本赤十字社医療センター 03-3400-1311 渋谷区広尾４－１－２２

栗田　賢一 愛知学院大学名誉教授 052-751-7181 名古屋市千種区末盛通２－１１

水田　邦子 広島大学大学院 082-257-5672 広島市南区霞１－２－３

吉賀　浩二 たかの橋中央病院 082-242-1515 広島市中区国泰寺町２－４－１６

安田　真也 丹後ふるさと病院 0772-72-5055 京都府京丹後市網野町小浜６７３

菅原　圭亮 東京歯科大学 03-5275-1725 千代田区神田三崎町２－９－１８

立石　善久 高知医療センター 088-837-3000 高知市池２１２５－１

栁田　知子 にのみや歯科医院 078-262-7705 神戸市中央区二宮町３丁目５－１５

小林　吉史 こばやし歯科医院 0942-84-3939 鳥栖市田代外町６５５－１

岩上　好伸 岩上歯科医院 0739-25-2418 田辺市あけぼの４４－１

大野　繁夫 大野歯科クリニック 0532-39-3311 豊橋市向山町字三ノ輪１３－６

寺沢　史誉 岡崎市民病院 0564-21-8111 岡崎市高隆寺町五所合３－１

岸　　豊子 オーラルクリニック京橋 03-6263-2923 中央区京橋２－８－２１仁大ビルＢ

高木　潤吉 たかき歯科医院 092-642-1855 福岡市東区箱崎２－５－２７はこざき大徳館２Ｆ

小野　　徹 おの歯科クリニック 027-386-5585 高崎市金古町１９４３－２

作間　　巧 作間歯科 044-811-8151 川崎市高津区溝口１－１１－２

工藤　章裕 公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院 0155-25-3121 帯広市西四条南１５丁目１７－３

吉増　秀實 社会医療法人社団　堀ノ内病院 048-481-5865 新座市堀ノ内２－９－３１

神木　茂樹 中之島デンタルクリニック 073-433-1118 和歌山市中之島１４８７

武安　嘉大 武安歯科医院 0276-62-2264 群馬県邑楽郡大泉町中央２－３４－１１

浜瀬　真紀 浜瀬歯科 0598-21-0624 松阪市日野町６２６

仁木　　寛 仁木歯科医院 075-531-1550 京都市東山区本町７丁目２４

大山　定男 東京都立駒込病院 03-3823-2101 文京区本駒込３－１８－２２

田中　三貴子 田中歯科医院 0263-25-5122 松本市庄内１－１０－３１

高野　淳志 公立館林厚生病院 0276-72-3140 館林市成島町２６２－１

堂原　義美 まこと歯科医院 099-267-0126 鹿児島県鹿児島市清和3－6－34

藤樹　　亨 藤樹歯科医院 095-820-8080 長崎市銅座町２－１５ＮＫイリスビル４Ｆ

中村　康典 鹿児島医療センター 099-223-1151 鹿児島市城山町８－１

紺田　敏之 紺田歯科医院 072-841-5053 枚方市岡本町４－２３

片岡　竜太 昭和大学 03-3784-8156 品川区旗の台１－５－８

六反田　賢 重工記念長崎病院 095-801-5800 長崎市丸尾町６－１７

田中　章夫 橋本市民病院 0736-37-1200 和歌山県橋本市小峰台２－８－１

宮本　貴夫 宮本歯科・歯科口腔外科クリニック 04-7120-0111 千葉県野田市柳沢２６－１５

藤井　智子 大阪歯科大学 06-6910-1076 枚方市楠葉花園町８番１号

斎藤　謹子 わしんデンタルクリニック 04-7186-7015 柏市豊四季２４９－１７

長谷　剛志 公立能登総合病院 0767-52-6611 七尾市藤橋町ア部６番地４

南里　篤太郎 南里歯科医院 092-936-1111 福岡県糟屋郡志免町南里４－１１－１８

矢島　哲弥 西新井病院 03-5647-1700 足立区西新井本町１－１２－１２

下山　哲夫 埼玉医科大学総合医療センター 049-228-3687 川越市鴨田１９８１

清水　香澄 三重大学大学院 059-232-1111 津市江戸橋２－１７４

中村　信一郎 にしさんそう歯科ナカムラクリニック 06-6906-5454 大阪府門真市元町２７－３

金沢　春幸 さんむ医療センター 0475-82-2521 千葉県山武市成東１６７

高　　済石 赤穂市民病院 0791-43-3222 赤穂市中広１０９０番地

徳久　道生 とくひさ歯科 095-840-6514 長崎県西彼杵郡長与町高田郷６０－１

田村　啓史 阪奈中央病院 0743-74-8660 生駒市俵口町７４１番地

中嶋　　大 千葉大学医学部附属病院 043-222-7171 千葉市中央区亥鼻１－８－１

沖田　美千子 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 011-685-2571 札幌市手稲区前田１条１２丁目１－４０

靍田　　一 つるた歯科医院 046-271-1800 大和市中央林間３－１１－１２ 東総ビル１Ｆ



田中　克弥 松下記念病院 06-6992-1231 守口市外島町５－５５

福島　　豊 福島歯科クリニック 045-718-5565 横浜市神奈川区西神奈川２－９－９中島ビル１Ｆ

田村　隆行 鳥取大学医学部 0859-38-6687 米子市西町８６

新谷　智章 広島大学病院 082-257-5726 広島市南区霞１－２－３

薮田　達雄 やぶた歯科クリニック 073-463-6618 和歌山市森小手穂６８２－１４

田中　浩二 呉医療センター・中国がんセンター 0823-22-3111 呉市青山町３－１

湊　　秀次 みなと歯科医院 03-5315-2720 世田谷区南烏山３－１６－１

茂木　世紀 もぎデンタルクリニック 049-280-3003 坂戸市塚越１２４１－２

堀向　弘眞 札幌東徳洲会病院 011-722-1110 札幌市東区北３３条東１３丁目

林　　解平 タイム歯科クリニック 011-281-0017 札幌市中央区南一条西１０丁目第２タイムビル３Ｆ

甲斐　貞子 たていし歯科口腔外科クリニック 092-771-3388 福岡市中央区薬院２－３－１ＮＫビル２Ｆ

山中　康嗣 青山病院 072-953-1211 藤井寺市野中４丁目１６番２５号

北村　　豊 信州口腔外科インプラントセンター 026-242-6888 長野県上高井郡小布施町林２２４９－１

濵田　眞人 はまだ歯科医院 0985-30-1233 宮崎市佐土原町下那珂５０５２－１

神山　　勲 東京都立多摩総合医療センター 042-323-5111 府中市武蔵台２－８－２９

肥後　智樹 肥後歯科口腔外科クリニック 075-963-5831 京都市南区久世上久世町４３４

大橋　瑞己 おおはし歯科口腔外科クリニック 075-954-8012 長岡京市井ノ内小西５２

今井　　裕 獨協医科大学 0282-87-2169 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林８８０

渡邉　哲章 渡辺歯科口腔外科 092-481-0511 福岡市博多区博多駅東１丁目１３－３１駅東サンシティビル４Ｆ

石橋　謙一郎 大垣市民病院 0584-81-3341 大垣市南頬町４－８６

北所　弘行 札幌テイネ歯科口腔外科クリニック 011-699-1188 札幌市手稲区前田四条１０丁目２－１

齋藤　　徹 つがやす歯科医院 0155-21-2002 帯広市西十条南９丁目５－５

大畠　　仁 東京歯科大学千葉歯科医療センター 043-279-2222 千葉市美浜区真砂１－２－２

福田　純一 あずま歯科クリニック 0277-97-2575 群馬県みどり市東町花輪２３０－２

山村　　功 山村歯科医院 075-415-2525 京都市上京区飛鳥井町２６９－３

後藤　俊行 千葉徳洲会病院 047-466-7111 船橋市高根台２－１１－１

岡田　康弘 岡田歯科医院 044-966-0539 川崎市麻生区上麻生２－１６－７

山崎　慎司 城南歯科クリニック 022-389-2008 多賀城市城南１丁目１９－２２

釜本　宗史 石川県立中央病院 076-237-8211 金沢市鞍月東２丁目１番地

萩野　浩子 名古屋医療センター 052-951-1111 名古屋市中区三の丸四丁目１番１号

相澤　貴子 藤田医科大学 0562-93-2210 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８

西山　明慶 岡山大学大学院 086-235-6702 岡山市北区鹿田町２丁目５－１

勝見　祐二 新潟大学大学院 025-227-2885 新潟市中央区学校町通２－５２７４

渡邊　　章 東京歯科大学 03-6380-9242 千代田区神田三崎町２－９－１８

後藤　育子 川崎病院 078-511-3131 神戸市兵庫区東山町３－３－１

小野　敬一郎 別府医療センター 0977-67-1111 別府市大字内かまど１４７３番地

佐藤（栗林）和代北海道大学大学院 011-706-4283 札幌市北区北１３条西７丁目

長谷川 貴史 岩月歯科医院 0725-43-2323 大阪府和泉市府中町３－１３－１１

堀　　信介 京丹後市立久美浜病院 0772-82-1500 京都府京丹後市久美浜町１６１

大林　武久 ホワイト歯科 096-365-4066 熊本県熊本市東区若葉1-1-1

市川　秀樹 東京都立大塚病院 03-3941-3211 豊島区南大塚２－８－１

鯨岡　裕晃 夢屋診療所歯科 0479-60-1400 千葉県旭市新町１０３０

笹栗　正明 九州歯科大学 093-582-1131 北九州市小倉北区真鶴2丁目６-１

櫻井　和裕 福田歯科医院 075-231-1577 京都市上京区出町通今出川上る 青龍町２２３番地

尾古　俊哉 社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院 078-987-2222 神戸市北区藤原台中町５－１－１

山田　容三 おしの歯科医院 0555-28-7272 山梨県南都留郡忍野村忍草１４００－６７

毛利　謙三 サンシャインＭ＆Ｄクリニック 058-329-5533 岐阜県瑞穂市本田１７４－１

伊東　隆利 伊東歯科口腔病院 096-343-0377 熊本市中央区子飼本町４－１４

濱本　和彦 濱本歯科・口腔外科クリニック 06-6766-0118 大阪市中央区谷町６丁目１－１４大治ビル４階

小林　武仁 公立置賜総合病院 0238-46-5000 山形県東置賜郡川西町大字西大塚２０００

岩永　賢二郎 九州歯科大学 093-582-1131 北九州市小倉北区真鶴２－６－１

佐藤　雄治 共愛会病院 0138-51-2111 函館市中島町７番２１号

後藤　基宏 たろう歯科クリニック 06-4254-0417 大阪市旭区高殿４－７－１２

石垣　佳希 日本歯科大学 03-3261-4479 千代田区富士見２－３－１６

山城　崇裕 やましろ歯科口腔外科 0940-34-3080 福岡県福津市手光南１－９－１０

潮田　高志 (公財)東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 042-396-3811 東村山市青葉町１－７－１

宮内　忍 みやうち歯科医院 0829-38-3535 廿日市市宮内１０５７　アーバンモール宮内２Ｆ

伊藤　正健 みやぎ県南中核病院 0224-51-5500 宮城県柴田郡大河原町西３８－１



中島　克仁 味美中島歯科医院 0568-33-4589 春日井市西本町２－１５－３

松島　凛太郎 佐久総合病院 佐久医療センター 0267-62-8181 佐久市中込３４００－２８

篠原　正德 伊東歯科口腔病院 096-343-0377 熊本市中央区子飼本町４－１４

山根　源之 東京歯科大学名誉教授 03-6380-9001 千代田区神田三崎町２－９－１８

山下　徹郎 医療法人恵佑会札幌病院 011-863-2101 札幌市白石区本通１４丁目北１番１号

草間　幹夫 鎌ケ谷総合病院 047-498-8111 鎌ケ谷市初富９２９番６

河野　俊広 浦添総合病院 090-6631-8413 沖縄県浦添市沢岻１４２８－１ヴァンヴェール沢岻ヒルズ５０８

花上　伸明 ちば総合医療センター 0436-62-1211 市原市姉崎３４２６－３

高橋　浩二 昭和大学歯科病院 03-3787-1151 大田区北千束２－１－１

平　　博彦 平歯科医院 011-716-4747 札幌市北区北二十三条西５丁目２－４１ほそかわビル２Ｆ

村岡　渡 川崎市立井田病院 044-766-2188 川崎市中原区井田２－２７－１

万代　とし子 近森病院 088-822-5231 高知市大川筋１－１－１６

笹倉　裕一 長谷川歯科・口腔外科医院 045-321-1893 横浜市西区中央２－２１－９

高橋　喜久雄 船橋中央病院 047-433-2111 船橋市海神６－１３－１０

瀬田　修一 瀬田歯科医院 03-5809-5418 足立区本木北町９－２３

宇治　寿隆 宇治歯科医院 096-363-0145 熊本市中央区大江４－２－６５グランパレッタ熊本１Ｆ

西川　正典 京都第二赤十字病院 075-231-5171 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町３５５－５

高木　伸二 黒崎歯科医院 093-621-1910 北九州市八幡西区藤田１－２－８

尾木　秀直 国保水俣市立総合医療センター 0966-63-2101 水俣市天神町１－２－１

国府田　英敏 こうだ歯科医院 042-300-0390 国分寺市本多５－５－１－１０１

佐藤　　寿 つがる総合病院 0173-35-3111 五所川原市岩木町１２

藤本　喜之 藤本歯科医院 072-977-8041 柏原市国分本町１－４－２

岡田　宗久 芳賀赤十字病院 0285-82-2195 栃木県真岡市中郷２７１

佐々木　雅彦 ささき歯科 0166-37-7181 旭川市豊岡四条７丁目１－１６

望月　光治 望月歯科 072-893-8087 大阪府交野市私部３－１８－３

式守　道夫 北陸中央病院 0766-67-1150 富山県小矢部市野寺１２３

川島　清美 中央歯科 0986-25-0007 宮崎県都城市牟田町8街区2号

小野寺麻記子 札幌徳洲会病院 011-890-1110 札幌市厚別区大谷地東１丁目１－１

竹内　　学 竹内歯科クリニック 0561-75-5888 愛知県日進市岩崎町北高上４４－４鶴田ビル２Ｆ

坪井　陽一 メディカルライフクオリティー 092-411-8800 福岡市博多区博多駅東１－１３－１７松岡ビル４Ｆ

新井　俊弘 静岡医療センター 055-975-2000 静岡県駿東郡清水町長沢７６２－１

山田　隆造 山田歯科医院 078-927-3780 明石市明南町１丁目２－６

下郷　和雄 一宮市民病院 0586-71-1911 一宮市文京２－２－２２

山田　健久 大垣垂井歯科口腔外科クリニック 0584-71-8282 岐阜県不破郡垂井町表佐５０１１－２

原田　利夫 玉造病院 0852-62-1560 松江市玉湯町湯町１－２

佐藤　文彦 本山歯科医院 0120-814-004 名古屋市千種区池園町２－３クレストMKビル１階２階

柚鳥　宏和 宮崎大学医学部附属病院 098-558-2889 宮崎市清武町木原５２００

宮本　郁也 岩手医科大学 019-651-5111 盛岡市内丸１９－１

内山　公男 歯科中橋 03-6276-7157 中野区弥生町２－２１－１１

横江　秀隆 防衛医科大学校病院 042-995-1511 所沢市並木３－２

柳井　智惠 日本歯科大学 03-3261-5511 千代田区富士見２－３－１６

三島　克章 山口大学大学院 0836-22-2299 宇部市南小串１－１－１

伊原木聰一郎 岡山大学大学院 086-235-6702 岡山市北区鹿田町２丁目５－１

神田　　拓 広島大学病院 082-257-5668 広島市南区霞１－２－３

大廣　洋一 北海道大学大学院 011-706-4283 札幌市北区北１３条西７丁目

能崎　晋一 金沢医療センター 076-262-4161 金沢市下石引町１－１

北村　直也 高知大学医学部 088-880-2421 南国市岡豊町小蓮

久保田　耕世 弘前大学大学院 0172-39-5127 弘前市在府町５

狩野　証夫 狩野歯科口腔外科医院 027-289-5378 前橋市若宮町３－１５－１１

佐藤　公治 藤田医科大学 0562-93-2210 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８

松永　和秀 大阪大学大学院 06-6879-2941 吹田市山田丘１－８

原田　浩之 東京医科歯科大学大学院 03-5803-5506 文京区湯島１－５－４５

岩井　聡一 西宮市立中央病院 0798-64-1515 西宮市林田町８番２４号

吉田　俊一 霞ヶ浦医療センター 029-822-5050 土浦市下高津２－７－１４

柳本　惣市 広島大学大学院 082-257-5604 広島市南区霞1-2-3

日比　英晴 名古屋大学大学院 052-744-2348 名古屋市昭和区鶴舞町６５

小谷　　勇 鳥取大学医学部 0859-38-6687 米子市西町３６－１

上木  耕一郎 山梨大学医学部附属病院 055-273-9673 山梨県中央市下河東１１１０



小野　和宏 新潟大学大学院 025-227-0691 新潟市中央区学校町通２－５２７４

岡藤　正樹 山口県立総合医療センター 0835-22-4411 防府市大字大崎７７

柳川　　徹 筑波大学 029-853-3052 つくば市天王台１－１－１

坂本　一郎 坂本歯科医院 03-3993-8148 練馬区桜台４－９－７

塚本　剛一 塚本歯科医院 072-999-9669 八尾市山本町１－８－８

水野　　進 総合大雄会病院 0586-72-1211 一宮市桜１丁目９－９

阪井　丘芳 大阪大学大学院 06-6879-2275 吹田市山田丘１－８

有吉　靖則 市立ひらかた病院 072-847-2821 枚方市禁野本町２丁目１４－１

合田　啓之 愛媛大学大学院 089-960-5393 愛媛県東温市志津川４５４

林　　常敏 はやし歯科口腔外科クリニック 0537-37-2700 静岡県菊川市加茂４７２３

西原　　昇 LeaLea歯科矯正歯科クリニック 048-998-7821 八潮市中央１－２９－６

川口　浩司 鶴見大学歯学部 045-580-8521 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

濱田　良樹 鶴見大学歯学部 045-580-8327 横浜市鶴見区鶴見２－１－４

野口　忠秀 自治医科大学 0285-58-7390 栃木県下野市薬師寺３３１１－１

中村　友保 一宮市立市民病院 0586-71-1911 一宮市文京２丁目２－２２

岡本　喜之 藤沢市民病院 0466-25-3111 藤沢市藤沢２－６－１

高森　康次 静岡市立清水病院 054-336-1111 静岡市清水区宮加三１２３１

阿部　　厚 名古屋掖済会病院 052-652-7711 名古屋市中川区松年町４－６６

林　　英司 はやし歯科口腔外科クリニック 088-602-0840 徳島市中吉野町１丁目５８－１

管野　貴浩 島根大学医学部 0853-20-2301 出雲市塩冶町８９－１

宮　　恒男 宮歯科医院 0467-85-8129 茅ケ崎市東海岸南２－６－２８

山下　知巳 厚生連高岡病院 0766-21-3930 高岡市永楽町５－１０

半澤　元章 川崎市健康福祉局保健所 044-200-2111 川崎市川崎区宮本町１

西原　一秀 沖縄赤十字病院 098-853-3141 那覇市与儀１－３－１

吉冨　　泉 JCHO諫早総合病院 0957-22-1380 諫早市永昌東町２４－１

森　　紀美江 昭和大学歯科病院 03-3787-1151 大田区北千束２－１－１

山田　陽一 大阪歯科大学 06-6910-1089 大阪市中央区大手前１－５－１７

山田　浩之 岩手医科大学歯学部 019-613-7111 岩手県紫波郡矢巾町医大通１丁目１－１

高丸　菜都美 徳島大学病院 088-633-7354 徳島市蔵本町３－１８－１５

里見　貴史 日本歯科大学 03-3261-8311 千代田区富士見１－９－２０

笠井　唯克 朝日大学歯学部 058-329-1472 岐阜県瑞穂市穂積１８５１－１

里村　一人 鶴見大学歯学部 045-580-8326 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

鈴木　豊典 麻生北見病院 0157-23-4134 北見市東三輪２丁目５４－８

岸本　晃治 三豊総合病院 0875-52-3376 観音寺市豊浜町姫浜７０８

古賀　　真 元町歯科診療所 0942-82-4141 鳥栖市元町１３００－１

石濱　孝二 大阪警察病院 06-6771-6051 大阪市天王寺区北山町１０－３１

村木　祐孝 徳山中央病院 0834-28-4411 徳山市孝田町１－１

虻川　東嗣 あぶかわ歯科・口腔外科 090-5757-1201 板橋区常盤台１－７－１５

黒柳　範雄 碧南市民病院 0566-48-5050 愛知県碧南市平和町３丁目６番地

山崎　浩史 東海大学医学部付属大磯病院 0463-72-3211 神奈川県中郡大磯町月京２１－１

東條　　格 兵庫県立尼崎総合医療センター 06-6480-7000 尼崎市東難波町2-17-77

飯田　征二 岡山大学大学院 086-235-6697 岡山市北区鹿田町２丁目５－１

吉田　和也 京都医療センター 075-641-9161 京都市伏見区深草向畑町１－１

今井　智章 大阪大学大学院 06-6879-5111 吹田市山田丘１－８

古賀　陽子 東京女子医科大学 03-3352-8111 新宿区河田町８－１

中原　寛和 大阪市立大学大学院 06-6645-3375 大阪市阿倍野区旭町１－４－３

南　　克浩 愛知学院大学 052-751-7181 名古屋市千種区末盛通２－１１

橋口　範弘 第一東和会病院 072-671-0118 高槻市宮野町２番１７号

重冨　俊雄 歯科口腔外科　ＬＩＦＥ 052-715-5900 名古屋市名東区藤見が丘２５－２藤が丘メディカルステーション２階

牧　　泉 名古屋港湾福利厚生協会臨港病院 052-661-1691 名古屋市港区名港２丁目９－４３

小澤　知倫 大和市立病院 046-260-0111 神奈川県大和市深見西８－３－６

田窪　千子 松江赤十字病院 0852-24-2111 松江市母衣町２００

勝田　秀行 昭和大学 03-3787-1151 大田区北千束２－１－１

田村　　潔 留理歯科医院 0193-86-3718 岩手県下閉伊郡山田町豊間根２－１０５－１

足利　雄一 北海道大学大学院 011-706-4283 札幌市北区北１３条西７丁目

清水　　治 日本大学歯学部 03-3219-8082 千代田区神田駿河台１－８－１３

嘉悦　淳男 豊橋市民病院 0532-33-6111 豊橋市青竹町字八間西５０

武田　幸彦 新潟県立中央病院 025-522-7711 上越市新南町２０５



冨原　　圭 富山大学大学院 076-434-7383 富山市杉谷２６３０

近藤　英司 信州大学医学部 0263-37-2677 松本市旭３－１－１

片倉　　朗 東京歯科大学 03-6380-9245 千代田区神田三崎町２－９－１８

横尾　　聡 群馬大学大学院 027-220-8484 前橋市昭和町３－３９－２２

関根　浄治 長崎病理診断科 095-842-6055 長崎市平野町２３－５

小宮　正道 日本大学松戸歯学部 047-360-9627 松戸市栄町西２－８７０－１

平木　紳一郎 平木歯科医院 0836-34-1118 宇部市琴芝町１－２－１６

堀江　憲夫 埼玉医科大学総合医療センター 049-228-3687 川越市大字鴨田字辻道町１９８１

神部　芳則 自治医科大学医学部 0285-58-7390 栃木県下野市薬師寺３３１１－１

中山　和久 中山歯科医院 0568-56-9022 春日井市林島町３－１－５

石井　宏昭 聖マリアンナ医科大学川崎市立多摩病院 044-933-8111 川崎市多摩区宿河原１－３０－２７

石川　好美 藤沢市民病院 0466-25-3111 藤沢市藤沢２－６－１

薬師寺　登 公立学校共済組合近畿中央病院 072-781-3712 伊丹市車塚３－１

有家　　巧 大阪医療センター 06-6942-1331 大阪市中央区法円坂２－１－１４

萩原　敏之 石岡第一病院 0299-22-5151 石岡市東府中１－７

飯野　光喜 山形大学医学部 023-628-5413 山形市飯田西２－２－２

小林　正治 新潟大学大学院 025-227-2876 新潟市中央区学校町通２－５２７４

内田　育宏 日野市立病院 042-581-2677 日野市多摩平４－３－１

川上　哲司 田北病院 0743-54-0112 大和郡山市城南町２－１３

大久保 章朗 大久保歯科口腔外科医院 099-210-2711 鹿児島市谷山中央６丁目２７－３

近藤　壽郎 鶴見大学歯学部 045-581-8408 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

金子　忠良 嬉泉病院 03-3600-9001 葛飾区東金町1-35-8

堀井　活子 大阪歯科大学附属病院 06-6910-1510 大阪市中央区大手前１－５－１７

三島　宏一 西部島根医療福祉センター 0855-52-2442 島根県江津市渡津町１９２６

重松　久夫 明海大学歯学部 0492-85-5511 坂戸市けやき台１－１

古郷　幹彦 なにわ歯科衛生専門学校 06-6375-1400 大阪市北区大深町2-179

齋藤　一彦 斉藤歯科医院 04-2962-3348 入間市扇町屋３－１－８

夏目　長門 愛知学院大学歯学部附属病院 052-751-7181 名古屋市千種区末盛通２－１１

中村　　篤 神奈川歯科大学横浜クリニック 045-313-0007 横浜市神奈川区鶴屋町３－３１－６

鄭　　漢忠 協立病院 0155-35-3355 帯広市西十六条北一丁目27番地

北本　幸恵 市立長浜病院・歯口外 0749-68-2300 長浜市大戌亥町３１３

市山　友子 益田赤十字病院・歯口外 0856-22-1480 益田市乙吉町イ１０３－１

藤尾　正人 名古屋大・病・歯口外 052-744-2348 名古屋市昭和区鶴舞町６５

小池　尚史 雲南市立病院・歯口外 0854-47-7500 島根県雲南市大東町飯田９６－１

渡邉　拓麿 京都大・医・口腔外科学 075-751-3111 京都市左京区聖護院川原町５４

新谷 ゆかり　 和歌山県立医大・医・口腔顎顔面外科学 073-441-0643 和歌山市紀三井寺８１１－１

喜多　涼介 福岡大・医・歯科口腔外科学 092-801-1011 福岡市城南区七隈７－４５－１

佐久間 英伸 新潟大・病・口腔再建外科 025-227-2889 新潟市中央区学校町通２－５２７４

福本　正知 獨協医大・口腔外科学 0282-86-1111 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林８８０

松田　博之 亀田総合病・歯口外 04-7099-1117 鴨川市東町１３４４

鈴木　大貴 東京歯大・オーラルメディシン・口腔外科学 047-322-0151 市川市菅野５－１１－１３

齋田　昂佑 一宮市立市民病・歯口外 0586-71-1911 一宮市文京２－２－２２

松田　慎平 福井大・医・歯科口腔外科学 0776-61-8410 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３

伊藤　良平 弘前大・医・歯科口腔外科学 0172-33-5111 弘前市本町５３番地

大迫　利光 東京医科歯科大・医歯・顎口腔外科学 03-5803-5506 文京区湯島１－５－４５

堀部　宏茂 春日井市民病・歯口外 0568-57-0057 春日井市鷹来町１－１－１

遊佐　和之 山形大・医・歯科口腔・形成外科学 023-628-5413 山形市飯田西２－２－２

足立　健 長浜赤十字病・歯口外 0739-63-2111 長浜市宮前町１４－７

松原　正和 松原歯科医院 0897-55-1568 西条市大町７０９－５

銘苅　泰明 沖縄県立中部病・歯口外 098-888-0123 沖縄県島尻郡南風原町字新川１１８－１

金澤　輝之 稲沢市民病・歯口外 0587-32-2111 稲沢市長束町沼１００

平井　雄三 神戸市立医療センター中央市民病・歯口外 078-997-2200 神戸市西区糀台５丁目７－１

浅井　啓太 京都大・医・口腔外科学 075-751-3401 京都市左京区聖護院川原町５４

上杉　篤史 徳島大学病院・歯口外 088-631-3111 徳島市蔵本町２丁目５０－１

山ノ内 秀之 米沢市立病院・歯口外 0238-22-2450 米沢市相生町６番３６号

重松　宏昭 東芝林間病院・歯口外 042-742-3577 相模原市南区上鶴間７－９－１

森田　麻友 慶應義塾大・病・歯口外 03-3353-1211 新宿区信濃町３５

竹下　彰範 大阪大・歯・顎口腔病因病態制御学（２口外） 06-6879-2941 吹田市山田丘１－８



谷口　広祐 国立病院機構熊本医療センター・歯口外 096-353-6501 熊本市中央区二の丸１－５

佐藤　昌 総合病院土浦協同病院・歯口外 029-830-3711 土浦市おおつ野４－１－１

熊谷　賢一 東京大学附属病院・口腔顎顔面外科・矯正歯科 03-5800-8669 文京区本郷７－３－１

佐久間  要 日本歯大・新潟病・口外 025-267-1500 新潟市中央区浜浦町１－８

青木　暁宣 松戸市立総合医療センター・歯口外 047-712-2511 松戸市千駄堀９９３番地の１

川口　拓郎 総合病院中津川市民病院・歯口外 0573-66-1251 中津川市駒場１５５２－１

盛岡　昌史 飯田市立病院・歯口外 0265-21-1255 飯田市八幡町４３８

阿久（武井）理恵富山県済生会富山病院 076-437-1111 富山市楠木３３－１

土田　修史 土田歯科医院 03-3229-0880 中野区南台３－６－２５スフィーダ中野１Ｆ

野井　将大 野井歯科医院 06-6928-8148 大阪市都島区東野田町５－１５－８川口ビル１０３号

関口（山田）珠希北海道大・歯・口腔顎顔面外科学 011-706-4283 札幌市北区北１３条西７丁目

藤田　佑貴 岡山大・病院・口腔外科（再建系） 086-235-6697 岡山市北区鹿田町２丁目５－１

森川　貴迪 東京歯大・市川総合病・歯科口外 047-322-0151 市川市菅野５－１１－１３

村山　敦 岸和田徳洲会病院・歯口外 072-445-9915 岸和田市加守町４－２７－１

猪俣　徹 日本歯大・病・口外 03-3261-4471 千代田区富士見２－３－１６

小川　芙美 市立池田病院・歯口外 072-751-2881 池田市城南３－１－１８

佐々木 敬則 札幌医大・医・口腔外科学 011-611-2111 札幌市中央区南１条西１７丁目

片岡　利之 東京女子医大・八千代医療センター・歯口外 047-450-6000 八千代市大和田新田４７７－９６

山谷　元気 岩手医大・歯・口腔外科学 019-651-5111 盛岡市中央通１－３－２７

奥山　紘平 東京医歯大・医歯・顎口腔外科 03-5803-5506 文京区湯島１－５－４５

岩上　隆紀 阪南市民病・歯口外 072-471-3321 阪南市下出１７

久米　健一 鹿児島大・医歯・顎顔面疾患制御学 099-275-6232 鹿児島市桜ケ丘８－３５－１

笠間　洋樹 国保直営総合病君津中央病院・歯口外 0438-36-1071 木更津市桜井１０１０

大西 みちよ 札幌医大・医・口腔外科学 011-611-2111 札幌市中央区南１条西１６丁目

小原　研心 帝京大・医・形成・口腔顎顔面外科学 03-3964-1211 板橋区加賀２－１１－１

下平　大治 下平歯科医院 0952-31-1840 佐賀市神野西３丁目１－２１

山本　雅絵 東京歯大・市川総合病・歯科口外 047-322-0151 市川市菅野５－１１－１３

三上　俊彦 新潟大・医歯・組織再建口腔外科学 025-227-2880 新潟市中央区学校町通２－５２７４

纐纈　衆 東北大学大学院 022-717-8350 仙台市青葉区星陵町４－１

中島　英行 中島歯科医院 058-272-3663 岐阜市茜部菱野２－６１

佐藤　亜希 広島市立広島市民病・歯口外 082-221-2291 広島市中区基町７－３３

吉見　涼子 総合青山病院 0533-73-3777 豊川市小坂井町道地１００－１

高橋　幸伸 山梨県立中央病院・口外 055-253-7111 甲府市富士見１－１－１

森　　啓輔 佐賀大・医・歯科口腔外科学 0952-34-2397 佐賀市鍋島５丁目１－１

軽部　健史 慶應義塾大・歯口外 03-3353-1211 新宿区信濃町３５

齊藤　芳郎 昭和大・病・顎顔面口腔外科 03-3787-1151 大田区北千束２－１－１

坂口　修 九州歯大・病・口腔内科 093-582-1131 北九州市小倉北区真鶴２－６－１

於保 耕太郎 新生会病院 093-612-3100 北九州市八幡西区下上津役１－５－１

山田　有佳 慶應義塾大・医・歯科・口腔外科学 03-3353-1211 新宿区信濃町３５番地

阿部　雅修 東京大・病・口腔顎顔面外科・矯正歯科 03-5800-8669 文京区本郷７－３－１

小川　将 群馬大・病・歯口外 027-220-8484 前橋市昭和町３－３９－１５

大野　啓介 東京歯大・口腔顎顔面外科学 03-6380-9242 千代田区神田三崎町２－９－１８

石戸　克尚 富山赤十字病院 歯口外 076-433-2222 富山市牛島本町２－１－５８

山本　大介 福山市民病院・歯口外 084-941-5151 福山市蔵王町５－２３－１

関根　理予 東京歯大・口腔顎顔面外科学 043-270-3901 千葉市美浜区真砂１－２－２

小橋　寛薫 大阪大・歯・顎口腔病因病態制御学(1口外) 06-6879-5111 吹田市山田丘１－８

渡部　幸央 東京都立多摩総合医療センター・歯口外 042-323-5111 府中市武蔵台２－８－２９

若林　健 大阪府済生会千里病院 06-6871-0121 吹田市津雲台１－１－６

青山　謙一 東京都庁福祉保健局 多摩小平保健所 042-450-3111 小平市花小金井１－３１－２４

近藤　雄大 蓮ヶ池歯科口腔外科・周術期口腔ケア 0985-78-5090 宮崎市大字芳士１２２２－１

川原　健太 熊本大・生命科学研究部・歯口外 096-373-5288 熊本市中央区本荘１丁目１－１

鶴島　弘基 九州歯大・口腔内科学 093-582-1131 北九州市小倉北区真鶴２－６－１

古賀　喬充 今給黎総合病院 099-226-2211 鹿児島市下竜尾町４－１６

高橋　美穂 東海大学医学部付属八王子病・歯口外 042-639-1111 八王子市石川町１８３８

篠原　治征 高岡市民病・歯口外 0766-23-0204 高岡市宝町４－１

逢坂　竜太 池上総合病・歯口外 03-3752-3151 大田区池上６－１－１９

相澤　聡一 横浜中央病・歯口外 045-641-1921 横浜市中区山下町２６８番地

秋月　文子 昭和大・藤が丘病・歯口外 03-3787-1151 大田区北千束２－１－１



又吉　亮 琉球大・病・歯口外 098-895-3331 中頭郡西原町字上原２０７

松原　誠 松波総合病院 歯口外 058-388-0111 羽島郡笠松町田代１８５－１

木村　一貴 大阪回生病・歯口外 06-6393-6234 大阪市淀川区宮原１－６－１０

菅野　絢子 山形徳洲会病院・歯口外 023-647-3434 山形市清住町２丁目３－５１

奥　　結香 明海大・歯・口腔顎顔面外科学Ⅱ 049-285-5511 坂戸市けやき台１－１

桐澤　知子 京都大・医・口腔外科学 075-751-3111 京都市左京区聖護院川原町５４

松井　太輝 兵庫県立がんセ・歯口外 078-929-1151 明石市北王子町１３－７０

川﨑　貴子 佐世保中央病院・歯科 0956-33-7151 佐世保市大和町１５

鈴木　滋 和歌山県立医大・医・口腔顎顔面外科学 073-441-0643 和歌山市紀三井寺８１１－１

大和地 正信 千葉県済生会習志野病院・歯口外 047-473-1281 習志野市泉町１－１－１


