
氏名 勤務先 電話番号 勤務先住所

佐藤　実 相馬中央病院 0244-36-6611 福島県相馬市沖ノ内3-5-18

鮎瀬　卓郎 長崎大学病院麻酔生体管理科 095-819-7713 長崎県長崎市坂本1-7-1

岡　俊一 日本大学歯学部歯科麻酔学講座 03-3219-8140 東京都千代田区神田駿河台1-8-13

縣　秀栄 独立行政法人国立病院機構栃木病院麻酔科 028-622-5241 栃木県宇都宮市中戸祭1-10-37

黒住　章弘 社会医療法人 恵佑会札幌病院 歯科麻酔科 011-863-2101 北海道札幌市白石区本通9丁目南1番1号

城戸　幹太 神奈川歯科大学附属病院歯科麻酔科 046-822-8896 神奈川県横須賀市小川町1-23

脇田　亮 東京医科歯科大学　歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野 03-5803-5549 東京都文京区湯島1-5-45

吉武　博美 医療法人伊東会　伊東歯科口腔病院 096-343-0377 熊本県熊本市中央区子飼本町3-14

奥村　ひさ 全国心身障害児福祉財団　けやき歯科診療所 03-5927-1283 東京都豊島区南大塚3-43-11 福祉財団ビル2F

野上　堅太郎 福岡歯科大学　診断・全身管理学講座　麻酔管理学分野 092-801-0411 福岡県福岡市早良市田村2-15-1

杉岡　由紀 シティタワー神戸三宮歯科 078-855-3790 兵庫県神戸市中央区旭通4-1-2-103

木村　邦衛 木村歯科医院 048-685-3367 埼玉県さいたま市見沼市東新井866-6

松浦　心 相生・赤穂市郡歯科医師会附属歯科診療所 0791-45-2588 兵庫県赤穂市中広267

高橋　直樹 千葉県がんセンター 043-264-5431 千葉県千葉市中央区仁戸名町666-2

永合　徹也 石川県口腔保健医療センター 076-255-3887 石川県金沢市神宮寺3-20-5

伊東　哲 伊東歯科医院 054-627-4696 静岡県焼津市三ヶ名1249-1

藤田　典秀 小室歯科 06-6644-5661 大阪府大阪市中央区難波4-1-15近鉄難波ビル3F

稲川　元明 NHO高崎総合医療センター　歯科口腔外科 027-322-5901 群馬県高崎市高松町36

吉田　篤哉 北九州市立総合療育センター 093-922-5509 福岡県北九州市小倉南区春ケ丘10-2

廣瀬　倫也 日本大学医学部附属板橋病院麻酔科 03-3972-8111 東京都板橋区大谷口上町30-1

吉田　充広 広島大学病院口腔再建外科歯科麻酔科 082-257-5733 広島県広島市南区霞1-2-3

長畑　佐和子 下関市立中央病院 083-231-4111 山口県下関市向洋町1-13-1

齊田　拓也 さいだ歯科医院 0848-48-0014 広島県尾道市美ノ郷町三成1138-1

陳　明裕 めいゆう矯正歯科 06-6833-5777 大阪府吹田市古江台4-2-25

中島　隆喜 中島歯科医院 093-761-2953 福岡県北九州市若松区桜町3-28

田中　富貴子 めぐみ歯科 06-6995-6480 大阪府守口市紅屋町8-8

長江　麻帆 名古屋歯科保健医療センター 052-915-8844 愛知県名古屋市北区平手町1-1-5

木下　樹 群馬県立小児医療センター　歯科・障害児歯科 0279-52-3551 群馬県渋川市北橘町下箱田779番地

佐藤　裕 岩手医科大学歯学部歯科麻酔学講座 019-651-5111 岩手県盛岡市中央通1-3-27

河野　彰代 大阪大学歯学部附属病院歯科麻酔学講座 06-6879-2972 大阪府吹田市山田丘1-8

松浦　信幸
東京歯科大学市川総合病院　オーラルメディシン・病院歯科学
講座 047-322-0151 千葉県千葉県市川市菅野5-11-13

松木　由起子 松木歯科医院 03-3851-3671 東京都台東区小島2-3-8

半田　麻里子 東京歯科大学水道橋病院　歯科麻酔科 03-5275-1851 東京都千代田区神田三崎町2-9-18

齋田　菜緒子 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座　歯科麻酔学分野 03-5275-1851 東京都千代田区神田三崎町2-9-18

半田　俊之
東京歯科大学水道橋病院　口腔健康臨床科学講座歯科麻酔分野
歯科麻酔科口腔顔面痛みセンター 03-5275-1851 東京都千代田区神田三崎町2-9-18

星島　宏
東北大学大学院歯学研究科・歯学部　　口腔病態外科学講座
歯科口腔麻酔学分野 022-717-8420 宮城県仙台市青葉区星陵町4-1

布谷　陽子 医療法人協仁会小松病院 072-823-1521 大阪府寝屋川市川勝町11-6

大上　沙央理 明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野 049-279-2739 埼玉県坂戸市けやき台1-1

奥村　陽子 愛知学院大学歯学部麻酔学講座 052-759-2102 愛知県名古屋市千種区末盛通り2-11

秋池　由比 独立行政法人地域医療機能推進機構東京高輪病院　麻酔科 03-3443-9191 東京都港区高輪3-10-11

大内　謙太郎 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座歯科麻酔学分野 092-641-1151 福岡県福岡市東区馬出3-1-1

畑　綾 宝塚市国民健康保険診療所 0797-91-1055 兵庫県宝塚市大原野字南穴虫1-85

新田　幸絵 北海道大学病院歯科診療科口腔系歯科歯科麻酔科 011-706-4336 北海道札幌市北区北13条西7丁目

金澤　香 医療法人社団いざなき会 定岡歯科医院 0164-32-4118 北海道雨竜郡妹背牛町419-8

井上　美香 奈良県心身障害者歯科衛生診療所 0744-29-0115 奈良県橿原市大久保町320-11　県社会福祉総合センター　2階

松村　朋香
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　歯科麻酔・口腔
顔面痛制御学分野 03-3813-6111 東京都文京区湯島1-5-45

向井　明里 広島大学大学院医系科学研究科　歯科麻酔学 082-257-5733 広島県広島市南区霞1-2-3

前川　博治 大阪大学歯学部附属病院 06-6879-2972 大阪府吹田市山田丘1-8

渡辺　禎久 倉敷中央病院歯科 086-422-0210 岡山県倉敷市美和1-1-1

後藤　隆志
朝日大学歯学部総合医科学講座麻酔学分野／朝日大学医科歯科
医療センター歯科麻酔科 058-329-1479 岐阜県瑞穂市穂積1581-1

横江　千寿子 大阪大学歯学部附属病院 06-6879-2972 大阪府吹田市山田丘1-8

箔本　陽子 医療法人青州会診療所　歯科 06-6713-9592 大阪府大阪市東住吉区杭全1-4-20

大串　圭太 (公社)茨城県歯科医師会口腔センター土浦 029-822-3855 茨城県土浦市下高津2-7-27 

舘野　健 埼玉医科大学病院　麻酔科 049-276-1111 埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷38

吉岡　恵 京都歯科サービスセンター　中央診療所 075-812-8493 京都府京都市中京区西ﾉ京東栂尾町１番地

里見　ひとみ 日本大学歯学部附属病院　歯科麻酔科 03-3219-8140 東京都千代田区神田駿河台1-8-13

川本　弓育 医療法人社団　川本クリニック 045-901-0053 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-6-5

斎藤　理絵子 昭和大学歯科病院　歯科麻酔科 03-3787-1151 東京都大田区北千束2-1-1

冨田　智子 京都歯科サービスセンター 075-812-8493 京都府京都市中京区西ﾉ京東栂尾町１番地

小玉　由記 こだま歯科・口腔外科クリニック 024-955-6118 福島県郡山市中野1-23
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吉川　博之 鶴岡市立荘内病院　歯科口腔外科 0235-26-5111 山形県鶴岡市泉町4-20

高橋　靖之 日本歯科大学新潟病院　歯科麻酔科・全身管理科 025-267-1500 新潟県新潟市中央区浜浦町1-8

冨田　優也 日本歯科大学新潟生命歯学部　歯科麻酔学講座 025-211-8213 新潟県新潟市中央区浜浦町1-8

八尾　敬子 昭和大学歯学部全身管理歯科学講座歯科麻酔科学部門 03-3787-1151 東京都東京都大田区北千束2-1-1

中野　寛子 昭和大学歯科病院 歯科麻酔科 03-3787-1151 東京都大田区北千束2-1-1

立川　哲史 昭和大学歯学部全身管理歯科学講座歯科麻酔科学部門 03-3787-1151 東京都大田区北千束2-1-1

茂山　幸代 九州歯科大学歯科侵襲制御学分野 093-582-1131(内1916) 福岡県福岡県北九州市小倉北区真鶴2-6-1

田口　明日香 昭和大学藤が丘病院麻酔科 045-971-1151 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-30

髙津　芙美 大阪大学歯学部附属病院　歯科麻酔科 06-6879-2972 大阪府吹田市山田丘1-8

久木　留宏和 鎌ヶ谷総合病院　歯科口腔外科 047-498-8721 千葉県鎌ケ谷市初富929-6

吉田　香織 東京歯科大学　歯科麻酔学講座 03-5275-1851 東京都千代田区神田三崎町2-9-18

高橋　奈々惠 東京医科大学八王子医療センター　麻酔科 042-665-5611 東京都八王子市館町1163

川口　潤 東京歯科大学千葉歯科センター　歯科麻酔科 043-270-3902 千葉県千葉市美浜区真砂1-2-2
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