
役職 会員名 フリガナ 所属

1 理事長 依田哲也 ﾖﾀﾞ ﾃﾂﾔ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野

2 副理事長 小見山 道 ｺﾐﾔﾏ ｵｻﾑ 日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

3 常任理事 五十嵐千浪 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾅﾐ 鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座

4 常任理事 栗田 浩 ｸﾘﾀ ﾋﾛｼ 信州大学医学部歯科口腔外科

5 常任理事 島田 淳 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 医療法人社団グリーンデンタルクリニック

6 常任理事 玉置勝司 ﾀﾏｷ ｶﾂｼ 神奈川歯科大学総合歯科学講座顎咬合機能回復分野

7 常任理事 濱田良樹 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｼｷ 鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座

8 理事 石垣尚一 ｲｼｶﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野

9 理事 内田貴之 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座

10 理事 岡本俊宏 ｵｶﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学教室

11 理事 小川 匠 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

12 理事 川上哲司 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂｼﾞ 奈良県立医科大学口腔外科学講座

13 理事 窪木拓男 ｸﾎﾞｷ ﾀｸｵ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野

14 理事 坂本一郎 ｻｶﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 坂本歯科医院

15 理事 佐藤文明 ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ 佐藤歯科医院今戸クリニック

16 理事 澁谷智明 ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓｱｷ 日立製作所京浜地区産業医療統括センタ

17 理事 田中栄二 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野

18 理事 谷本幸太郎 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 広島大学大学院医歯薬保健学研究科応用生命科学部門（歯科矯正学）

19 理事 塚原宏泰 ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ 塚原デンタルクリニック

20 理事 築山能大 ﾂｷﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 九州大学大学院歯学研究院歯科医学教育学分野

21 理事 羽毛田 匡 ﾊｹﾀ ﾀﾀﾞｽ 羽毛田歯科医院

22 理事 馬場一美 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾖｼ 昭和大学歯学部歯科補綴学教室

23 理事 松香芳三 ﾏﾂｶ ﾖｼｿﾞｳ 徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能咬合再建学分野

24 理事 山口泰彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾋｺ 北海道大学歯学研究院冠橋義歯補綴学教室

25 理事 儀武啓幸 ﾖｼﾀｹ ﾋﾛﾕｷ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野

26 代議員 青山 繁 ｱｵﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 医療法人 横浜平成会平成横浜病院 口腔外科

27 代議員 安部貴大 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川歯科大学大学院歯学研究科顎顔面病態診断治療学講座

28 代議員 荒井良明 ｱﾗｲ ﾖｼｱｷ 新潟大学医歯学総合病院顎口腔インプラント治療部

29 代議員 有馬太郎 ｱﾘﾏ ﾀﾛｳ 北海道大学大学院歯学研究科国際歯科部

30 代議員 飯田明彦 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋｺ 長岡赤十字病院 歯科口腔外科

31 代議員 池田順行 ｲｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野

32 代議員 石丸純一 ｲｼﾏﾙ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岐阜県総合医療センター歯科口腔外科

33 代議員 井上富雄 ｲﾉｳｴ　ﾄﾐｵ 昭和大学歯学部口腔生理学教室

34 代議員 今井英樹 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞｷ ㈱日立製作所ひたちなか総合病院歯科口腔外科

35 代議員 上木耕一郎 ｳｴｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 山梨大学附属病院医学部歯科口腔外科

36 代議員 榎本明史 ｴﾉﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 近畿大学医学部附属病院歯科口腔外科

37 代議員 大井一浩 ｵｵｲ ｶｽﾞﾋﾛ 金沢大学大学院医学研究科歯科口腔外科
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38 代議員 小笠原利行 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄｼﾕｷ 福井総合病院歯科口腔外科

39 代議員 音成実佳 ｵﾄﾅﾘ ﾐｶ 東京歯科大学歯科放射線学講座

40 代議員 梶井貴史 ｶｼﾞｲ ﾀｶｼ 社会医療法人 恵佑会札幌病院 矯正歯科

41 代議員 勝又明敏 ｶﾂﾏﾀ ｱｷﾄｼ 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野

42 代議員 金田 隆 ｶﾈﾀﾞ ﾀｶｼ 日本大学松戸歯学部放射線学講座

43 代議員 河奈裕正 ｶﾜﾅ ﾋﾛﾏｻ 神奈川歯科大学歯科インプラント学講座　顎・口腔インプラント学分野

44 代議員 北川善政 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾏｻ 北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科学分野

45 代議員 窪 寛仁 ｸﾎﾞ ﾋﾛﾋﾄ 大阪歯科大学口腔外科学第２講座

46 代議員 桑原俊也 ｸﾜﾊﾗ ﾄｼﾔ くわはら歯科医院

47 代議員 後藤多津子 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾞｺ 東京歯科大学歯科放射線学講座

48 代議員 後藤田章人 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 北海道大学歯学部附属病院高次口腔医療センター　顎関節部門

49 代議員 小林正治 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞﾊﾙ 新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野

50 代議員 佐久間重光 ｻｸﾏ ｼｹﾞﾐﾂ 愛知学院大学歯学部冠･橋義歯学講座

51 代議員 佐藤 淳 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科学分野

52 代議員 佐藤 毅 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 埼玉医科大学病院歯科・口腔外科

53 代議員 佐藤 仁 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門

54 代議員 渋谷寿久 ｼﾌﾞﾔ ﾄｼﾋｻ 渋谷歯科医院

55 代議員 菅沼岳史 ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 昭和大学歯学部ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞ口腔医学講座顎関節治療学部門

56 代議員 高塚茂行 ﾀｶﾂｶ ｼｹﾞﾕｷ 公立松任石川中央病院歯科口腔外科

57 代議員 高橋雅幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 防衛医科大学校歯科口腔外科

58 代議員 高山賢一 ﾀｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 奈良県立医科大学口腔外科学講座

59 代議員 千葉雅俊 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座口腔外科学分野

60 代議員 陳 明裕 ﾁﾝ ﾒｲﾕｳ めいゆう矯正歯科

61 代議員 冨永和宏 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野

62 代議員 豊田長隆 ﾄﾖﾀﾞ ﾅｶﾞﾀｶ 鶴見大学歯学部口腔外科学講座

63 代議員 永田和裕 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 日本歯科大学新潟歯学部附属病院総合診療科

64 代議員 中山英二 ﾅｶﾔﾏ ｴｲｼﾞ 北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系 歯科放射線学分野

65 代議員 西山 暁 ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾗ 東京医科歯科大学医歯学総合研究科総合診療歯科学分野

66 代議員 林 勝彦 ﾊﾔｼ ｶﾂﾋｺ 東京慈恵会医科大学附属病院歯科

67 代議員 日比英晴 ﾋﾋﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ 名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部感覚器外科学講座

68 代議員 藤田宏人 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾋﾄ 医療法人社団 おおつき会大槻歯科医院

69 代議員 藤村和磨 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 兵庫県立尼崎総合医療センター

70 代議員 本田公亮 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

71 代議員 前川賢治 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾞ 岡山大学学術研究院医歯薬学域インプラント再生補綴学分野

72 代議員 槙原絵理 ﾏｷﾊﾗ ｴﾘ 九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野

73 代議員 松田慎平 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 福井大学病院歯科口腔外科

74 代議員 溝口 到 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｲﾀﾙ 東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学分野

75 代議員 皆木省吾 ﾐﾅｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科咬合・有床義歯補綴学分野
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76 代議員 箕輪和行 ﾐﾉﾜ ｶｽﾞﾕｷ 北海道大学歯学部歯科放射線学講座

77 代議員 宮村壽一 ﾐﾔﾑﾗ ｼﾞｭｲﾁ デンタルオフィス宮村

78 代議員 宮本 諭 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄｼ 大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（整形外科）

79 代議員 宮本日出 ﾐﾔﾓﾄ ﾋｽﾞﾙ 幸町歯科口腔外科医院

80 代議員 宮脇正一 ﾐﾔﾜｷ ｼｮｳｲﾁ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野（矯正歯科）

81 代議員 村岡 渡 ﾑﾗｵｶ ﾜﾀﾙ 川崎市立井田病院歯科口腔外科

82 代議員 森 悠衣 ﾓﾘ ﾕｲ 一般財団法人 住友病院口腔・顎センター(歯科)

83 代議員 森本泰宏 ﾓﾘﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 九州歯科大学歯科放射線学分野

84 代議員 山﨑浩史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 東海大学医学部付属大磯病院口腔外科

85 代議員 湯浅秀道 ﾕｱｻ ﾋﾃﾞﾐﾁ 豊橋医療センター歯科口腔外科

86 代議員 横江義彦 ﾖｺｴ ﾖｼﾋｺ 洛和会音羽病院京都顎変形症センター

87 代議員 吉田博昭 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 大阪歯科大学口腔外科第１講座

88 代議員 依田 泰 ﾖﾀﾞ ﾔｽｼ 依田歯科医院

89 代議員 米津博文 ﾖﾈﾂﾞ ﾊｸﾌﾞﾝ 福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座口腔外科学分野


