
氏名 勤務先名 電話番号 勤務先住所

小野田　紀生 七樹歯科医院 027-377-0903 高崎市北双葉町６－１４

山田　鉄郎 山田歯科医院 052-444-0309 愛知県あま市新居屋上権現１５

玄番　涼一 玄番歯科クリニック 011-883-7111 札幌市清田区清田二条１丁目４－１

土田　雅久 つちだ歯科医院 0736-32-2331 和歌山県橋本市隅田町垂井５５－２

田中　信幸 静岡徳洲会病院 054-256-8008 静岡市駿河区下川原南１１－１

中村　博行 中村歯科医院 011-511-7100 札幌市中央区南二十一条西１３丁目１－７

小林　　隆 厚生労働省関東信越厚生局千葉事務所 043-379-2716 千葉市中央区中央３丁目３－８　日進センタービル７階

木本　雅也 木本歯科医院 075-351-0005 京都市下京区高材木町２２２

二宮　信彦 二宮歯科医院 054-667-0145 藤枝市岡部町内谷５８

鈴木　　円 我孫子聖仁会病院 04-7181-1100 我孫子市柴崎１３００

高山　賢一 矢田生活協同組合医療センター 06-6696-1754 大阪市東住吉区矢田５－７－３４

本間　英孝 医療法人 松北歯科クリニック 024-555-3555 福島市北沢又字外新田１７－１

澤井　俊宏 セコメディック病院 047-457-9900 船橋市豊富町６９６－１

下村　弘幸 平成記念病院 0744-29-3300 橿原市四条町８２７

森　　　正次 焼津市立総合病院 054-623-3111 焼津市道原１０００

横田　祐介 大阪大学大学院 06-6879-2936 吹田市山田丘１－８

田中　芳人 田中歯科クリニック 072-681-0037 高槻市紺屋町１－１　グリーンプラザたかつき１号館４階

中西　宏志 相明会 042-720-4655 町田市原町田４－３－１４

高田　佳之 新潟市民病院 025-281-5151 新潟市中央区鐘木４６３－７

由井　俊平 天理よろづ相談所病院 0743-63-5611 天理市三島町２００

水井　　工 杉田玄白記念公立小浜病院 0770-52-0990 福井県小浜市大手町２番２号

内田　和雄 内田歯科医院 0567-26-2714 愛知県津島市南本町３－２７

若松　常信 若松歯科医院 0996-27-0008 薩摩川内市宮崎町３７０１－１

藤村　長久 藤村歯科医院 03-3322-0007 杉並区和泉３－４６－９　ＹＳ第１ビル

飛田　尚慶 とびた歯科・口腔外科クリニック 0467-72-1155 神奈川県高座郡寒川町倉見２８７８－１

野澤　　浩 自衛隊福岡病院 092-581-0431 福岡県春日市小倉東１－６１

下村　忠弘 奈良県立医大・歯口外 0744-22-3051 橿原市四条町８４０

徳岡　敏一 徳岡歯科クリニック 045-584-0050 横浜市鶴見区下末吉１－２３－１

井上　農夫男 北星記念病院 0157-51-1234 北見市中央三輪２丁目３０２－１

占部　一彦 八尾徳洲会総合病院 072-993-8501 八尾市若草町１番１７号

嶋村　知記 白十字病院 092-891-2511 福岡市西区石丸３丁目２－１

小川　文也 大阪歯科大学 06-6910-1111 大阪市中央区大手前１－５－１７

蔵原　慎一 鳥谷歯科医院 092-432-1008 福岡市博多区博多駅中央街５－１４　福さ屋ビル６F

池田　美保子 愛野歯科口腔外科クリニック 0957-36-7110 雲仙市愛野町乙５５７０－１

高木　健次 たかぎ歯科医院 0736-63-0416 和歌山県岩出市水栖１１－１０

齊木　智章 さいき歯科クリニック 096-358-8183 熊本市合志１－３－１９

長谷部　大地 新潟大大学院・医歯総合研究 025-227-2950 新潟市中央区旭町通１番町７５４

山本　　泰 日本大松戸歯 047-368-6111 松戸市栄町西２－８７０－１

林田　淳之介 じゅん歯科口腔外科ひろ矯正歯科 092-558-7525 福岡県大野城市下大利１－９－２４ エルフ下大利１Ｆ

瀧田　正亮 大阪府済生会中津病院 06-6372-0333 大阪市北区芝田２－１０－３９

山本　雅也 みやび歯科医院 0721-29-2788 富田林市向陽台１－３－１６

植野　　茂 植野歯科医院 072-922-3524 八尾市山本高安町２－１２－１６

久保　秀郎 久保デンタルクリニック 092-882-8844 福岡市西区内浜１－７－１－２Ｆ

今　　敬生 こん歯科口腔外科クリニック 017-764-0071 青森市西大野１－１５－４

大河原　勉 大河原歯科医院 049-277-1182 埼玉県入間郡越生町西和田８４－１

小泉　　堅 小泉歯科口腔外科 0979-53-9774 大分県中津市大字大新田４３８－６

本橋　具和 大阪歯大・歯 06-6910-1076 大阪市中央区大手前１－５－１７

岡本　　学 岡本歯科医院 0947-32-6111 福岡県田川郡香春町大字中津原２５２２－１

川中　正雄 川中歯科医院 06-6393-6400 大阪市淀川区東三国２－２８－８　富士ビル１Ｆ

西原　実男 西原歯科医院 087-868-3535 高松市伏石町２０５６－３

今井　正之 桐生厚生総合病院 0277-44-7171 桐生市織姫町６－３

成之坊　昌功 なりのぼう歯科口腔外科クリニック 076-274-5432 石川県白山市北安田西１－１９

落合　栄樹 愛知学院大学 052-759-2160 名古屋市千種区末盛通２－１１

金城　　孝 学校法人石川学園 大育専門学校歯科衛生士科 098-885-5330 沖縄県那覇市大道88-5

西　　正寛 西歯科医院 0993-52-2072 南さつま市加世田本町１０－１０
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遊佐　　浩 遊佐歯科口腔外科クリニック 029-849-5151 つくば市西平塚３１８－１

右田　雅士 帝京大ちば総合医療センター 0436-62-1211 市原市姉崎３４２６－３

津田　善造 滋賀県立総合病院 077-582-5031 滋賀県守山市守山５丁目４番３０号

吉村　　元 よしむら歯科口腔外科 048-601-0066 さいたま市中央区新都心１１－１　NTTドコモさいたまビル　１F

舘原　誠晃 鶴見大・歯 045-580-8389 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

菊池　　剛 中央歯科医院 042-756-5046 相模原市中央区中央２－７－９

萩原　純孝 愛知県がんセンター 052-762-6111 名古屋市千種区鹿子殿１－１

松村　香織 公立八女総合病院 0943-23-4131 福岡県八女市高塚５４０－２

青柳　直子 白十字病院 092-891-2511 福岡市西区石丸３－２－１

宮内　美和 広島口腔保健センター 082-262-2555 広島市東区二葉の里３－２－４

高山　　優 公立藤岡総合病院 0274-22-3311 群馬県藤岡市中栗須８１３－１

藤田　茂之 北大阪ほうせんか病院 072-643-6921 茨木市室山１丁目２番２号

和田　圭之進 わだ歯科クリニック 084-956-0246 福山市水呑町３４８１－１

青山　　繁 平成横浜病院 045-860-1775 横浜市戸塚区戸塚町５５０

米倉　宣幸 豊岡中央病院 0166-32-8181 旭川市豊岡七条２丁目１番５号

海原　真治 かいはら歯科クリニック 075-703-8148 京都市左京区一乗寺染殿町５－１　ネスト一乗寺１F東

樋口　景介 仙台市立病院 022-308-7111 仙台市太白区あすと長町１－１－１

豊嶋　健史 豊嶋歯科医院 087-822-6575 高松市古新町５－１

堀内　　薫 西村歯科 077-534-7101 大津市螢谷１－３５

小山　貴寛 こやま歯科クリニック 025-378-6008 新潟市西区五十嵐中島５－２１－５

松澤　修司 東逗子歯科医院 046-872-4184 逗子市沼間１－５－１２　ラ・ガール東逗子１Ｆ

佐々木　剛史 東海大・医病 0463-93-1121 伊勢原市下糟屋１４３

上野　弘貴 上野歯科医院 03-3602-2048 葛飾区堀切７－９－８

大村　元伸 あおぞら歯科・口腔外科 0561-53-2637 尾張旭市旭前町５丁目７－３

高田　和雄 大谷口歯科 03-3530-5430 板橋区大山西町５９－７

玉田　八束 東京都立墨東病院 03-3633-6151 墨田区江東橋４－２３－１５

新井　康仁 新井歯科クリニック 043-255-0709 千葉市中央区弁天１－１０－３　白樺フラッツ１階

小林　英三郎 日本歯大・新潟生命 025-267-1500 新潟市中央区浜浦町１－８

出口　博代 川崎医科大・病 086-462-1111 倉敷市松島５７７

葭葉　清香 昭和大学 03-3787-1151 大田区北千束２－１－１

長尾　由実子 順天堂大 03-5802-1049 文京区本郷２－１－１

福田　てる代 山陽小野田市民病院 0836-83-2355 山口県山陽小野田市大字東高泊１８６３番地１

愛甲　勝哉 あいこう歯科クリニック 047-326-2282 市川市市川１－７－１５カメイビル３Ｆ

田中　　彰 田中歯科医院 0776-82-0654 福井県坂井市三国町錦３－３－１６

原田　雅史 医療法人 原田歯科医院 0134-22-5668 小樽市緑１丁目５－７

網野　かよ子 西宮市立中央病院 0798-64-1515 西宮市林田町８番２４号

酒向　　誠 酒向歯科口腔外科クリニック 03-3755-6421 大田区久が原２－２０－６

川上　譲治 メロディー歯科クリニック 0126-62-6480 北海道美唄市西二条北５丁目１－１

本間　義郎 社会福祉法人ユーアイ二十一　太陽の家附属歯科診療所 046-803-8047 横須賀市鴨居2-78-4

山田　周子 コンパスクリニック横浜 045-507-9780 横浜市都筑区茅ケ崎中央４５－１４

吉川　文弘 くりた歯科 06-6478-6480 大阪市西淀川区佃３丁目１１－２

木造　博貴 中平歯科クリニック 052-808-0033 名古屋市天白区中平５－１２０１－１

市川　健司 桑原歯科医院 082-874-0165 広島市安佐南区祇園２－３９－４

渡邉　二三雄 揖斐厚生病院 0585-21-1111 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪２５４７－４

安川　和夫 安川歯科クリニック 0238-54-0210 山形県東置賜郡川西町大字上小松９１５－５

宮木　克明 宮木歯科口腔外科医院 06-6969-0025 大阪市城東区東中浜９－４－１２

村松　恭太郎 村松歯科医院 054-641-1430 藤枝市本町２－１－３９

青田　桂子 徳島大大学院・医歯薬 088-633-7352 徳島市蔵本町３－１８－１５

高橋　雅幸 防衛医大 04-2995-1511 所沢市並木３丁目２

頭司　雄介 頭司歯科口腔外科クリニック 0120-48-7611 川西市萩原台西１－５３

早川　邦雄 早川歯科 0143-85-8850 登別市富士町６－２０－１

伏見　一章 東千葉メディカルセンター 0475-50-1199 千葉県東金市丘山台３－６－２

篠崎　泰久 しのざき歯科医院 028-612-5418 宇都宮市宝木町１－３４－７

井垣　浩一 六日市病院 0856-77-1581 島根県鹿足郡吉賀町六日市３６８－４

笠原　和恵 北海道中央労災病院 0126-22-1300 岩見沢市四条東１６丁目５番地

肥後　盛洋 千葉メディカルセンター 043-261-5111 千葉市中央区南町１－７－１

田辺　俊一郎 朝日大・医科歯科医療センター 058-329-1128 岐阜県瑞穂市穂積１８５１－１

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



桑原　　徹 上越総合病院 025-524-3000 上越市大道福田６１６

高橋　晃治 八幡堂高橋歯科医院 023-673-6480 山形県上山市沢丁３－８

堀永　大樹 山口大大学院・医学 0836-22-2299 宇部市南小串１－１－１

市島　丈裕 てくて長町歯科  022-797-1899 仙台市太白区あすと長町１－５－４　２－６区画

大塚　　亨 大塚歯科医院 045-871-4184 横浜市戸塚区矢部町１１４８ バードヒルズ戸塚１０５号

鄭　　明源 三沢市立三沢病院 0176-53-2161 三沢市堀口１６４－６５

葛西　ひとみ 医療法人哺育会笠幡病院 049-232-1231 川越市笠幡４９５５－１

谷尾　和彦 鳥取県歯科衛生専門学校 0857-23-2621 鳥取市吉方温泉３－７５１－５

木住野　義信 きしの歯科・口腔外科クリニック 042-577-1971 国立市東１－１６－８

福永　秀一 羽生総合病院 048-562-3000 埼玉県羽生市大字下岩瀬４４６番地

伊藤　正夫 メデント歯科センター 052-744-3828 名古屋市千種区今池１－８－８ 今池ガスビル５階

廣谷　拓章 大崎市民病院 0229-23-3311 宮城県大崎市古川穂波３－８－１

玉谷　哲也 たまたに歯科口腔外科クリニック 088-678-4182 徳島市論田町和太開１３８－９

工藤　雅範 海老名歯科口腔外科クリニック 046-204-8773 海老名市中央３－３－１８ 中村第一ビル１Ｆ

辻内　実英 あがの市民病院 0250-62-2780 阿賀野市岡山町１３－２３

野上　晋之介 東北大学 022-717-8350 仙台市青葉区星陵町4－１

伊澤　和三 太田記念病院 0276-55-2200 太田市大島町４５５－１

梯　　裕恵 九州大大学院・歯学 092-642-6447 福岡市東区馬出３－１－１

古谷　昌裕 赤穂市民病院 0791-43-3222 赤穂市中広１０９０

有村　憲治 有村歯科医院 0986-28-8485 鹿児島県曽於市末吉町上町６丁目２－２

鈴木　一郎 新潟大・医歯学病 025-227-0986 新潟市中央区旭町通１番町７５４

黒坂　正生 NTT東日本関東病院 03-3448-6111 品川区東五反田５－９－２２

藤澤　　徹 千里丘中央病院 06-6388-0026 大阪府摂津市千里丘１－１１－３１

大内　　治 おおうち歯科医院 024-531-6474 福島市岡部字花房７４－１

山崎　善純 豊後荘病院 0299-44-3211 石岡市部原７６０－１

坂本　真穂 ほんだ歯科 095-814-8711 長崎市文教町５－２３

山下　麻由美 やました歯科 0996-38-2855 薩摩川内市樋脇町市比野１０４－１

難波　亜弥 慶歯科医院 096-329-3920 熊本市西区城山大塘町１丁目９番２５号

南雲　達人 神奈川歯科大・附属横浜クリニック 046-313-0007 横浜市神奈川区鶴屋町３－３１－６

市來　　剛 市來歯科口腔外科クリニック 0987-64-0070 日南市南郷町中村乙２４７９

倉林　宏考 ライフ歯科クリニック 0463-35-1118 平塚市桃浜町３１－４ レジデンス平塚Ａ号室

熊谷　正浩 国家公務員共済組合連合会東北公済病院 022-227-2211 仙台市青葉区国分町２－３－１１

岩田　浩行 プレマデンタルクリニック 0584-77-2712 大垣市錦町２６番地

高橋　重彌 たかはし歯科・口腔外科クリニック 053-584-5678 松市浜北区西美薗２５３８－１

遠山　良成 遠山歯科クリニック 047-332-4138 船橋市本中山３－２２－２１

久保田　崇 三菱京都病院 075-381-2111 京都市西京区桂御所町１番地

中島　世市郎 大阪医科薬科大・病院 072-683-1221 高槻市大学町２－７

石倉　信造 松江市立病院 0852-60-8067 松江市乃白町３２番地１

小林　正樹 新須磨病院 078-735-0001 神戸市須磨区衣掛町３－１－１４

鈴木　寿和 榛見が丘歯科クリニック 0745-82-8275 奈良県宇陀市榛原区榛見が丘１－５－１６

坂井　隆之 さかい歯科口腔外科 052-401-1182 清須市西田中長堀９７

高木　雄基 姫路赤十字病院 079-294-2251 姫路市下手野１－１２－１

生田　　稔 さいたま赤十字病院 048-852-1111 さいたま市中央区新都心１－５

岸田　　剛 岸田歯科口腔外科クリニック 047-324-3922 市川市真間２－１０－８

劉　　文憲 りゅう歯科医院 0942-32-6400 久留米市花畑３－２－１１

永田　雅英 永田歯科医院 06-6866-2008 豊中市城山町２丁目７番１６号

天笠　光雄 日高病院 027-361-1215 高崎市中尾町８８６

佐渡　忠司 佐渡歯科クリニック 076-420-2055 富山市掛尾町５２－２

水谷　俊宏 水谷歯科クリニック 0584-53-3631 岐阜県海津市海津町高須町７０６

兼古　晃輔 東邦大学 03-3762-4151 大田区大森西６－１１－１

柚木　大和 八尾総合病院 072-948-2500 八尾市沼１－４１

上川　善昭 鹿児島大大学院・医歯 099-275-6232 鹿児島市桜ケ丘８－３５－１

秋元　善次 東京歯科大 03-5275-1726 千代田区神田三崎町２－９－１８

佐々木　眞一 公立富岡総合病院 0274-63-2111 富岡市富岡２０７３番地１

藤原　久子 鶴見大学 045-580-8177 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

岡田　みわ 山形県立中央病院 023-685-2626 山形市大字青柳１８００番地

瀬戸　一郎 南東北がん陽子線治療センター 024-934-3888 郡山市八山田７丁目１７２

松村　佳彦 三重病院 059-232-2531 津市大里窪田町３５７番地



長谷川　温 東京医科大 03-3342-6111 新宿区西新宿６－７－１

武田　秋生 春日部市立医療センター 048-735-1261 春日部市中央６－７－１

伊藤　雅樹 県立宮崎病院 0985-24-4181 宮崎市北高松町５－３０

佐藤　　仁 岩手医科大 019-651-5111 盛岡市中央通１－３－２７

津田　高司 津田歯科医院 072-296-1669 堺市南区高倉台２丁４８－１２

北岡　栄一郎 ミント歯科クリニック 088-674-0064 徳島県名西郡石井町高川原字高川原１６１８－１

豊田　哲郎 西中町クリニック 0566-84-3304 愛知県知立市西中町中長１－１

横山　葉子 オリオン歯科コモディオ汐留クリニック 03-3432-4618 港区東新橋２－１４－１ NBFコモディオ汐留１Ｆ

佐々井　敬祐 佐々井歯科口腔外科医院 0270-75-6366 伊勢崎市連取町３３２５－３

吉田　祥子 赤穂中央病院 0791-45-1111 赤穂市惣門町５２－６

五味　暁憲 伊勢崎市民病院 0270-25-5022 伊勢崎市連取本町１２番地１

土肥　雅彦 町田駅東どひ歯科口腔外科 042-725-8000 町田市中町１－２－１６

佐々木　昇 尼崎中央病院 06-6499-3045 尼崎市潮江１－１２－１

文　麻友美 碧南市民病院 0566-48-5050 愛知県碧南市平和町３－６

福井　　朗 ふくい歯科口腔外科クリニック 0172-87-6202 弘前市松原西１丁目１４－１９

森田　祥弘 大阪大大学院・歯学 06-6879-2941 吹田市山田丘１－８

佐藤　泰則 蕨にしき町歯科・口腔外科 048-446-6480 蕨市錦町５丁目３番地２８ 蕨クリニックタウン２０１

二宮　秀則 にのみや歯科 095-814-6171 長崎市葉山１丁目１４－２８

重松　可明 しげまつ歯科医院 03-5915-1500 板橋区前野町３－３２－３

高田　篤史 たかだ歯科・口腔外科クリニック 047-498-5525 鎌ケ谷市新鎌ケ谷１－１０－５ グランツ１Ｆ

古川　博雄 愛知学院大・歯附属病院 052-751-7181 名古屋市千種区末盛通２－１１

森　　宏樹 洛和会音羽病院 075-593-4111 京都市山科区音羽珍事町２

臼田　　慎 国家公務員共済組合連合会 立川病院 042-523-3131 立川市錦町４－２－２２

柳生　貴裕 奈良県立医大 0744-22-3051 橿原市四条町８４０

原　　　巌 医療法人恵光会原病院 092-551-2655 福岡市南区若久２丁目６－１

中田　　憲 市立秋田総合病院 018-823-4171 秋田市川元松丘町４番３０号

内山　佳之 榛原総合病院 0548-22-1131 静岡県牧之原市細江２８８７番地１

小木曽　暁 小木曽歯科医院 0265-72-2513 長野県伊那市西箕輪６８６６－４

飯田　昌樹 湘南鎌倉総合病院 0467-46-1717 鎌倉市岡本１３７０番１

片山　良子 愛知学院大 052-751-7181 名古屋市千種区末盛通２－１１

藤井　英治 シオジマ歯科医院 055-241-5007 甲府市上今井町１８４－１０

岡本　充浩 岡本歯科クリニック 0857-53-1180 鳥取市桂木８００

川瀬　哲人 かわせデンタルクリニック 0594-76-1839 三重県員弁郡東員町中上２３２－１

清水　　一 さいたま市立病院 048-873-4111 さいたま市緑区大字三室２４６０番地

北村　完二 一条橋歯科医院 011-841-3858 札幌市白石区菊水三条１丁目１－１７－２F

桑澤　隆補 新松戸総合歯科診療所 047-344-6320 松戸市新松戸４－１０１

金城　亜紀 九州中央病院 092-541-4936 福岡市南区塩原３－２３－１

伊藤　　章 いとう歯科口腔外科クリニック 06-6763-0117 大阪市天王寺区玉造元町８番１５号

覚道　健治 大阪歯科大学 06-6910-1076 大阪市中央区大手前1-5-17

花澤　康雄 千葉メディカルセンター 043-261-5111 千葉市中央区南町１－７－１

堀川　恭勝 新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院 0254-53-2141 村上市緑町５－８－１

佐藤　徹 鶴見大 045-580-8526 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

大坪　誠治 そらち歯科 0126-38-4047 美唄市大通東１条南１丁目１－３２

又賀　　泉 日本歯科大学名誉教授 025-267-1500 新潟市中央区浜浦町1-8

園田　　格 森山記念病院 03-5679-1211 江戸川区北葛西４－３－１

奥村　康明 奥村歯科クリニック 052-505-0048 名古屋市西区歌里町４６

森　　厚行 森歯科医院 075-791-0010 京都市左京区下鴨東森ケ前町１－３

早瀬　智広 はやせ歯科口腔外科 0586-68-1728 一宮市萩原町滝字北裡４

森山　　孝 森山デンタルクリニック 044-865-3566 川崎市宮前区有馬２－１１－１ カドヤビル１Ｆ

伊東　大典 厚生労働省関東信越厚生局 045-270-2053 横浜市中区尾上町１－６　VORT横浜関内Ⅱ６階

越沼　伸也 滋賀医大・医病 077-548-2111 大津市瀬田月輪町

田島　　徹 田島歯科口腔外科クリニック 049-294-6480 入間郡毛呂山町毛呂本郷１９４

松浦　政彦 医療法人 颯爽 まつうら歯科クリニック 019-681-3719 盛岡市青山３丁目７－１０

市川　紀彦 オーク歯科クリニック 0265-70-7001 上伊那郡箕輪町大字中箕輪８９３０－１３

成田　真人 東京歯科大学 043-270-3978 千葉市美浜区真砂１－２－２

河野　辰行 大分大・医病 097-586-6703 由布市挟間町医大ヶ丘１－１

鳴瀬　智史 大村市民病院 0957-52-2161 長崎県大村市古賀島町１３３－２２

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



吉田　遼司 熊本大大学院 096-373-5288 熊本市本荘１丁目１－１

永田　将士 熊本大大学院 096-373-5288 熊本市本荘１丁目１－１

久保田　英朗 久保田歯科口腔外科医院 0943-32-0216 福岡県八女郡広川町大字新代６２３－３

山根　伸夫 今井病院 0284-71-8686 足利市田中町１００

水谷　太尊 日本歯大・新潟病・口外 025-211-8182 新潟市中央区浜浦町１－８

中城　公一 愛媛大・医・口腔顎顔面外科学 089-960-5392 愛媛県東温市志津川４５４

丸岡　靖史 昭和大・歯科病院・総合歯科 03-3787-1151 大田区北千束２－１－１

井川　加織 高千穂通歯科・口腔外科診療所 0985-41-6639 宮崎市広島１丁目１６番４号 臼杵ビル２階

榊原　晶子 神戸大・病・歯口外 078-382-6213 神戸市中央区楠町７－５－２

松山　博道 松阪市民病院・歯口外 0598-23-1515 松阪市殿町１５５０

佐藤　春樹 名古屋第一赤十字病・歯口外 052-481-5111 名古屋市中村区道下町３丁目３５番地

森谷　徳文 岡山大・医歯薬・顎口腔再建外科学 086-235-6697 岡山市北区鹿田町２丁目５－１

吉田　博昭 大阪歯大・歯・口腔外科学第１ 06-6910-1076 枚方市楠葉花園町８番１号

湯浅　秀道 豊橋医療センター・歯口外 0532-62-0301 豊橋市飯村町字浜道上５０番地

橘　　進彰 加古川中央市民病院・歯口外 079-451-5500 加古川市加古川町本町４３９

土井　理恵子 鳥取大・医病・口腔顎顔面病態外科学 0859-38-6687 米子市西町３６－１

吉田　和正 日本歯大・病・口外 03-3261-4755 千代田区富士見２－３－１６

木村　嘉宏 半田市立半田病院・歯口外 0569-22-9881 愛知県半田市東洋町２丁目２９

末松　基生 明和病院・歯口外 0798-47-1767 西宮市上鳴尾町４－３１

鵜澤　一弘 千葉大・医・口腔科学 043-226-2300 千葉市中央区亥鼻１丁目８－１

太田　貴久 京都鞍馬口医療センター 075-441-6101 京都市北区小山下総町２７番地

児玉　泰光 新潟大・医歯・顎顔面口腔外科学 025-227-2885 新潟市中央区学校町通２－５２７４

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

河野　憲司 大分大・医・歯科口腔外科学 097-586-6703 由布市挟間町医大ヶ丘１－１

鈴木　慎太郎 豊川市民病院・歯口外 0533-86-1111 豊川市八幡町野路２３番地

渋谷　恭之 名古屋市立大・医・口腔外科学 052-858-7302 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１

山本　晃三 大分赤十字病・歯口外 097-532-6181 大分市千代町３－２－３７

田中　徳昭 大阪警察病・歯口外 06-6771-6051 大阪市天王寺区北山町１０－３１

石井　庄一郎 公立学校共済組合近畿中央病・歯口外 072-781-3712 伊丹市車塚３丁目１

小林　　恒 弘前大・医・歯科口腔外科学 0172-39-5127 弘前市在府町５

加藤　広禄 金沢大・医・医薬保険学総合研究科 076-265-2444 金沢市宝町１３－１

内藤　博之 いわき市医療センター 0246-26-3151 いわき市内郷御厩町久世原１６

小林　淳二 千葉西総合病院・歯口外 047-384-8111 松戸市金ケ作１０７－１

明石　昌也 神戸大・医病・口腔外科 078-382-6213 神戸市中央区楠町７－５－２

山縣　憲司 筑波大・医療医学系・顎口腔外科学 029-853-3192 つくば市天王台１－１－１

松下　文彦 榛原総合病院・歯口外 0548-22-1131 牧之原市細江２８８７－１

大隅　縁里子 豊橋市民病・歯口外 0532-33-6111 豊橋市青竹町字八間西５０

吉澤　邦夫 山梨大・病・歯口外 055-273-1111 山梨県中央市下河東１１１０

金子　道生 金子歯科医院 052-853-6728 名古屋市瑞穂区桜見町１丁目５番地２

由良　晋也 市立砺波総合病院・歯口外 0763-32-3320 砺波市新富町１－６１

桃田　幸弘 徳島大・医歯薬・口腔内科学 088-633-7352 徳島市蔵本町３－１８－１５

平井　英治 大分赤十字病・歯口外 097-532-6181 大分市千代町３－２－３７

大山　巌雄 静岡市立静岡病・口外 054-253-3125 静岡市葵区追手町１０－９３

岩城　　太 神戸市立西神戸医療セ・歯口外 078-997-2200 神戸市西区糀台５－７－１

吉田　将亜 旭川医大・医・歯科口腔外科学 0166-68-2270 旭川市緑が丘東２条１－１－１

安部　貴大 神奈川歯大大学院・歯学 046-822-9355 横須賀市稲岡町８２

黒岩　裕一朗 モモノハデンタルクリニック 052-661-6673 名古屋市港区港栄２－６－３

藤本　雄大 磐田市立総合病院・歯口外 0538-38-5000 磐田市大久保５１２－３

真野　隆充 大阪医科薬科大・医 072-683-1221 高槻市大学町２－７

新垣　敬一 沖縄県立中部病院・歯口外 098-973-4111 沖縄県うるま市字宮里２８１

太田　和俊 熊本市立熊本市民病院・歯口外 096-365-1711 熊本市東区湖東１丁目１－６０

園山　智生 博慈会記念総合病・歯口外 03-3899-7011 足立区鹿浜５－１３－７

榎本　明史 近畿大・病・歯口外 072-366-0221 大阪狭山市大野東３７７－２

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

栗原　　淳 前橋赤十字病院 027-265-3333 前橋市朝倉町３８９－１

河奈　裕正 神奈川歯大・病・口外 046-845-3170 横須賀市稲岡町８２

田中　　晋 大阪大・歯・顎口腔病因病態制御学（１口外） 06-6879-2936 吹田市山田丘１－８

吉岡　徳枝 岡山大・医歯薬・口腔顎顔面外科学 086-235-6702 岡山市北区鹿田町２丁目５－１



根本　敏行 牧田総合病院・歯口外 03-3762-6142 大田区大森北１丁目３４－６

千葉　雅俊 東北大・病・歯科顎口腔外科 022-717-8350 仙台市青葉区星陵町４－１

藤本　昌紀 藤本歯科口腔外科クリニック 0742-22-6114 奈良市北京終町３２－１

津島　文彦 東京医科歯科大・病・顎口腔外科 03-5803-5508 文京区湯島１－５－４５

森寺　邦康 兵庫医大・医・歯科口腔外科学 0798-45-6677 西宮市武庫川町１－１

鬼澤　勝弘 川崎市立川崎病・歯口外 044-233-5521 川崎市川崎区新川通１２－１

藤田　　一 けいなん総合病院・歯口外 0255-72-3161 新潟県妙高市田町２－４－７

廣安　一彦 日本歯大・新潟病・インプラント 025-267-1500 新潟市中央区浜浦町１－８

新美　照幸 愛知院大・口唇口蓋裂センター 052-759-2160 名古屋市千種区末盛通２－１１

吉岡　秀郎 大阪労災病院・歯口外 072-252-3561 堺市北区長曽根町１１７９－３

藤原　成祥 姫路赤十字病院・歯口外 079-294-2251 姫路市下手野１丁目１２番１号

榊　　宏剛 八戸市立市民病・歯口外 0178-72-5111 八戸市大字田向字毘沙門平１

山田　耕治 大阪歯大・病・１口外１ 06-6910-1076 大阪市中央区大手前１－５－１７

嶋田　　健 千葉医療セ・歯口外 043-251-5311 千葉市中央区椿森４－１－２

岩井　俊憲 横浜市大・病・歯口外 045-787-2659 横浜市金沢区福浦３－９

鈴木　浩之 ひろゆき歯科口腔外科 053-430-1182 浜松市北区初生町３８１－１１

坂田　康彰 埼玉医大国際医療センター・口外 049-984-4111 埼玉県日高市山根１３９７－１  研究棟４Ｆ ４１１号室

金子　裕之 東京女子医大・東医療セ・歯口外 03-3810-1111 荒川区西尾久２丁目１－１０

根来　健二 ねごろ歯科口腔外科クリニック 073-463-5215 和歌山市坂田４２２－２

三宅　　実 香川大・医・歯科口腔外科学 087-891-2227 香川県木田郡三木町池戸１７５０－１

松本　有史 大分岡病院・口腔顎顔面外科・矯正歯科 097-522-3131 大分市西鶴崎３－７－１１

今井　裕一郎 洛和会音羽病院・口外 075-593-4111 京都市山科区音羽珍事２

山内　健介 東北大・歯・顎顔面・口腔外科学 022-717-8358 仙台市青葉区星陵町４－１

中野　旬之 金沢医大・医・顎口腔外科学 076-286-2211 石川県河北郡内灘町字大学1-1

友松　伸允 東京医科歯科大・医歯・顎顔面外科学 03-5803-5500 文京区湯島１－５－４５

足立　雅利 公立阿伎留医療センター 042-558-0321 あきる野市引田７８－１

高田　　訓 奥羽大・歯・口腔外科学 024-932-8931 郡山市富田町字三角堂３１－１

比地岡　浩志 鹿児島大・医歯・口腔顎顔面外科学 0996-38-2855 鹿児島市桜ケ丘８－３５－１

加納　欣徳 あいち小児保健医療総合センター 0562-43-0500 大府市森岡町７丁目４２６

髙田　典彦 草加市立病院 048-946-2200 草加市草加２－２１－１

角熊　雅彦 公立甲賀病院 0748-62-0234 甲賀市水口町松尾１２５６番地

木下　靖朗 市立伊勢総合病院 0596-23-5111 伊勢市楠部町３０３８

内藤　克美 浜松市医療公社浜松医療センター 053-453-7111 浜松市中区富塚町３２８

福田　雅幸 秋田大・医病 018-884-6188 秋田市本道一丁目１－１

中川　洋一 鶴見大・歯病 045-580-8559 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

兼子　隆次 豊田厚生病院・歯口外 0565-43-5000 豊田市浄水町伊保原５００－１

兵東　　巌 岐阜市民病院・歯口外 058-251-1101 岐阜市鹿島町７丁目１番地

根岸　明秀 横浜医療センター・歯口外 045-851-2621 横浜市戸塚区原宿３－６０－２

堀之内　康文 公立学校共済組合 九州中央病院・歯口外 092-541-4936 福岡市南区塩原３丁目２３－１

冨塚　謙一 冨塚歯科医院 0187-75-1125 秋田県大仙市刈和野字川原田２－２８

中村　英司 市立札幌病院・歯口外 011-726-2211 札幌市北区北１１条西１３丁目１－１

坂本　泰宏 ユナイテッドデンタルオフィス東京 03-5570-4334 港区麻布台２－３－８

高山　泰男 高山歯科医院 045-731-9258 横浜市南区井土ケ谷上町１－２０

野添　悦郎 鹿児島大・医歯・口腔顎顔面外科学 099-275-6242 鹿児島市桜ケ丘８－３５－１

寺井　陽彦 大阪医薬大・口腔外科学 072-683-1221 高槻市大学町２－７

鎌倉　慎治 東北大大学院・医工学研究 022-717-8235 仙台市青葉区星陵町２－１

小川　　隆 東京医大・八王子医療セ・歯口外 042-665-5611 八王子市館町１１６３

市原　秀記 東海中央病院・歯口外 0583-82-3101 各務原市蘇原東島町４－６－２

井関　富雄 大阪歯大・歯・口腔外科学第１ 06-6910-1076 大阪市中央区大手前１－５－１７

奥村　一彦 北海道医療大・歯・組織再建口腔外科学 01332-3-1211 北海道石狩郡当別町字金沢１７５７

佐藤　　明 北海道大・歯・口腔診断内科学 011-706-4280 札幌市北区北１３条西７丁目

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

伊藤　正樹 名古屋徳洲会総合病・歯口外 0568-51-8711 春日井市高蔵寺町北２－５２

澤木　佳弘 中津川市民病院・歯口外 0573-66-1251 岐阜県中津川市駒場１５２２－１

佐野　次夫 東京西徳洲会病院・歯口外 042-500-4433 昭島市松原町３－１－１

中村　誠司 九州大・歯・顎顔面腫瘍制御学 092-642-6381 福岡市東区馬出３－１－１

朝比奈　泉 順天堂大・医・順天堂医院 03-3813-3111 文京区本郷3-1-3

森　　悦秀 愛知学院大 052-759-2111 名古屋市千種区末盛通2-11



三古谷　忠 札幌歯科医師会口腔医療センター 011-511-7774 札幌市中央区南7条西10丁目

下田　恒久 中央歯科・口腔外科クリニック 092-725-8020 福岡市中央区大名２－８－１ 肥後天神宝ビル４Ｆ

野口　　誠 富山大・医・歯科口腔外科学 076-434-7383 富山市杉谷２６３０

矢島　安朝 東京歯大・口腔インプラント学 03-6380-9256 千代田区神田三崎町２－９－１８

加藤　文度 浜松医大・医・歯科口腔外科学 053-435-2349 浜松市東区半田山１－２０－１

高橋　　哲 南東北福島病院 024-593-5100 福島市荒井北3-1-13

高橋　康輔 横浜労災病院 045-474-8111 横浜市港北区小机町３２１１

榎本　由依 加古川市民病・歯口外 079-451-5500 加古川市加古川町本町４３９

澤田　茂樹 沖縄県立北部病・歯口外 0980-52-2719 名護市大中２－１２－３

武田　大介 神戸大・病・歯口外 078-382-5111 神戸市中央区楠町７－５－２

多賀　智治 福井県立病院 0776-54-5151 福井市四ツ井２－８－１

大槻　有美 大槻歯科医院 0795-63-2100 三田市南が丘１－３０－１７

濱田　裕嗣 東海大・医学部付属八王子病院 042-639-1111 八王子市石川町１８３８

森下　佳学 愛知院大・歯・顎口腔外科学 052-759-2111 名古屋市千種区末盛通２－１１

岩田　英治 神戸大大学院・医学 078-382-6213 神戸市中央区楠町７－５－２

栗本　聖之 大阪労災病・歯口外 072-252-3561 堺市北区長曽根町１１７９－３

髙橋　淳子 こもれび歯科クリニック 078-742-8540 神戸市須磨区大池町５－１２－１７

片岡　良浩 片岡歯科医院 0744-33-3777 奈良県磯城郡田原本町薬王寺１４５－４

筧　　康正 神戸大・病・歯口外 078-381-5111 神戸市中央区楠町７－５－２

下村　都 平成記念病・歯口外 0744-29-3300 橿原市四条町８２７

荻野　明彦　 静岡県立総合病・歯口外 054-247-6111 静岡市葵区北安東４－２７－１

長縄　憲亮 名古屋第一赤十字病院 052-481-5111 名古屋市中村区道下町３丁目３５

絹川　雅夫 指扇病院 048-624-8924 さいたま市西区宝来１２９５－１

楠元　順哉 神戸大大学院・医学 078-382-6213 神戸市中央区楠町７－５－１

佐藤　栄晃 旭川医大・医・歯科口腔外科学 0166-65-2111 旭川市緑ヶ丘東２条１丁目１番１号

小原　圭太郎 木沢記念病・歯口外 0574-25-2181 美濃加茂市古井町下古井５９０

河合　孝真 豊田厚生病・歯口外 0565-43-5000 豊田市浄水町伊保原５００－１

小川　千晴 沖縄県立中部病院 098-973-4111 沖縄県うるま市字宮里２８１

和久井　崇大 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

櫻井　拓真 門司掖済会病院 093-321-0984 北九州市門司区清滝１－３－１

岡部　一登 名古屋大・病・歯口外 052-744-2348 名古屋市昭和区鶴舞町６５

藤井　誠子 新百合ヶ丘総合病院 044-322-9991 川崎市麻生区古沢都古２５５

儀武　啓幸 東京医科歯科大・医歯・顎顔面外科学 03-5803-5502 文京区湯島１－５－４５

林田　咲 長崎大・医歯薬・口腔腫瘍治療学 095-819-7698 長崎市坂本１－７－１

村上　馨 防衛医大・病院・歯口外 04-2995-1925 所沢市並木３丁目２番地

田嶋　理江 大分県立病・歯口外 097-546-7111 大分市大字豊饒４７６

鶴迫　伸一 中部ろうさい病・歯口外 052-652-5511 名古屋市港区港明１丁目１０番６号

藤原　夕子 東京逓信病院 03-5214-7015 千代田区富士見２－１４－２３

大金　覚 東京歯大・市川総合病・口腔がんセンター 047-322-0151 市川市菅野５－１１－１３

小宮山　雄介 獨協医大・口腔外科学 0282-86-1111 栃木県下都賀郡壬生町北小林８８０

齋藤　太郎 齋藤歯科医院 025-247-0551 新潟市中央区本馬越１－１０－１６

森　久美子 熊本医療セ・歯口外 096-353-6501 熊本市中央区二の丸１－５

米田　進吾 国家公務員共済組合連合会 呉共済病・歯口外 0823-222-2111 呉市西中央２丁目３－２８

原園　陽介 東京医科歯科大・医歯・顎顔面外科学 03-5803-5500 文京区湯島１－５－４５

坂田　健一郎 北海道大・歯・口腔診断内科学 011-706-4280 札幌市北区北十三条西７丁目

金丸　祥平 金丸歯科医院 0250-43-3870 五泉市駅前２－８－１４

博多　研文 獨協医大・口腔外科学 0282-87-2169 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林８８０

北村　亮二 九州労災病院 093-475-9686 北九州市小倉南区曽根北町１番１

江口　貴紀 鶴見大・歯・口腔顎顔面外科学 045-580-8500 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

山田　峻之 多摩南部地域病院 042-338-5111 多摩市中沢２－１－２

今城　育美 九州大・病・顔面口腔外科 092-642-6452 福岡市東区馬出３－１－１

田中　純平 九州歯大・病・口腔内科・顎変形症外来 093-582-1131 北九州市小倉北区真鶴２－６－１

福澤　智 筑波大・医療医学系・顎口腔外科学 029-853-7668 つくば市天王台１－１－１

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

草深　佑児 篠ノ井総合病院 026-292-2261 長野市篠ノ井会６６６番地１

佐藤　光一郎 鶴見大・歯・口腔顎顔面外科学 045-580-8521 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

清野　沙矢香 愛育クリニック 03-3473-8310 港区南麻布５－６－８

吉川　和人 北海道大・歯・口腔診断内科学 011-706-4280 札幌市北区北１３条西７丁目



宇治川　清登 聖路加国際病・歯口外 03-3541-5151 中央区明石町９－１

矢島　康治 横浜市立大・医・顎顔面口腔機能制御学 045-787-2659 横浜市金沢区福浦３－９

中山　洋平 奈良県立医大・病・口外 0744-22-3051 橿原市四条町８４０

福岡　愛理 済生会横浜市東部病・口外 045-576-3000 横浜市鶴見区下末吉３－６－１

谷尾　俊輔 米子医療セ・歯口外 0859-33-7111 米子市車尾４－１７－１

青海　哲也 北大大学院・歯学・口腔顎顔面外科学 011-716-1161 札幌市北区北１３条西７丁目

古橋　明文 愛知医大・病・歯口外 0561-62-3311 愛知県長久手市岩作雁又１番地１

原田　佳和 産業医大・病・歯口外 093-603-1611 北九州市八幡西区医生ケ丘１－１

今井　努 高山赤十字病・歯口外 0577-32-1111 高山市天満町３丁目１１

合島　怜央奈 佐賀大・病・歯口外 0952-34-2397 佐賀市鍋島５丁目１－１

原　　憲史 藤枝平成記念病・歯口外 054-643-1230 藤枝市水上１２３－１

安田　有沙 昭和大・歯・顎顔面口腔外科学部門 03-3787-1151 大田区北千束２－１－１

南山　周平 横浜市立大大学院・医学・顎顔面口腔機能制御学 045-787-2659 横浜市金沢区福浦３－９

稲葉　好則 静岡市立静岡病院 054-253-3125 静岡市葵区追手町１０－９３

内橋　俊大 大阪大大学院・歯学・顎口腔病因病態制御学 06-6879-2936 吹田市山田丘１－８

髙橋　佑佳 奈良県立医大・医・口腔外科学 0744-22-3051 橿原市四条町８４０

木下　一彦 中部ろうさい病院 053-653-5511 名古屋市港区港明１－１０番６

花田　泰明 中川歯科医院 079-239-8841 姫路市大津区天満１９２－６

林　　祐太郎 浜松医大・医病・歯科口腔外科学 053-435-2349 浜松市東区半田山１－２０－１

齋藤　正浩 獨協医大・医・口外 0282-86-1111 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林８８０

三浦　千佳 足利赤十字病院 0284-21-0121 足利市五十部町２８４－１

大熊　里依 島根大・病・歯口外 0853-20-2301 島根県出雲市塩冶町８９－１

杉浦　康史 自治医科大・医・歯科口腔外科学 0285-58-7390 栃木県下野市薬師寺３３１１－１

西山　明宏 東京歯大・口腔病態外科学 03-5275-1582 千代田区神田三崎町２－９－１８

丸瀬　靖之 九州大・病・顎口腔外科 092-642-6447 福岡市東区馬出３－１－１

小林　洋輔 こばやし歯科 口腔外科・矯正歯科 クリニック 0940-36-9937 福岡県福津市中央 ６－１７－６ ガーデンタワーミヤ １階

林　　宰央 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

矢野　尚 東京女子医大・東医療セ・歯口外 03-3810-1111 荒川区西尾久２丁目１－１０

長谷部　充彦 鶴見大・歯・口腔顎顔面外科学 045-580-8500 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

宮本　勲 千葉大・病・歯科・顎・口腔外科 043-222-7171 千葉市中央区亥鼻１－８－１

嶋根　哲 浅間総合病院 0267-67-2295 佐久市岩村田１８６２－１

相馬　智也 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

金子　剛 三愛病院 014-383-1111 北海道登別市中登別町２４－１２

小山　知芳 深谷赤十字病・歯口外 048-571-1511 深谷市上柴町西５－８－１

近藤　圭祐 東京品川病院 03-3764-0511 品川区東大井６－３－２２

越路　千佳子 獨協医大・口腔外科学 0282-87-2169 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林８８０


