
日本老年歯科医学会 2020-2021年度 代議員一覧（257名）

会員名 フリガナ 勤務先 支部

1 會田英紀 ｱｲﾀ ﾋﾃﾞｷ 北海道医療大学歯学部高齢者・有病者歯科学 北海道

2 赤泊圭太 ｱｶﾄﾞﾏﾘ ｹｲﾀ 日本歯科大学新潟病院訪問歯科口腔ケア科 新潟県

3 赤松那保 ｱｶﾏﾂ ﾅﾎ 鶴見大学歯学部附属病院 神奈川県

4 秋本和宏 ｱｷﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ しらかば歯科 東京都

5 秋本紗恵子 ｱｷﾓﾄ ｻｴｺ しらかば歯科 東京都

6 淺野隆 ｱｻﾉ ﾀｶｼ 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学分野 千葉県

7 足立融 ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾗ あい・あだちデンタルクリニック 鳥取県

8 阿部仁子 ｱﾍﾞ ｷﾐｺ 日本大学歯学部摂食機能療法学講座 東京都

9 有友たかね ｱﾘﾄﾓ ﾀｶﾈ 日本歯科大学口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ多摩ｸﾘﾆｯｸ 東京都

10 有松ひとみ ｱﾘﾏﾂ ﾋﾄﾐ (一社)大分県歯科衛生士会 大分県

11 飯田崇 ｲｲﾀﾞ ﾀｶｼ 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座 千葉県

12 飯田貴俊 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 北海道医療大学リハビリテーション科学部言語聴覚療法学科 北海道

13 飯田良平 ｲｲﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ヒューマンデンタルクリニック 神奈川県

14 池邉一典 ｲｹﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座 有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野 大阪府

15 石垣博之 ｲｼｶﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 石垣歯科医院 和歌山県

16 石川健太郎 ｲｼｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 昭和大学歯学部ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞ口腔医学講座 口腔衛生学部門 東京都

17 石川茂樹 ｲｼｶﾜ ｼｹﾞｷ 医療法人芽依美会 石川歯科医院 神奈川県

18 石川由美 ｲｼｶﾜ ﾕﾐ 大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科 大阪府

19 石黒幸枝 ｲｼｸﾞﾛ ﾕｷｴ 米原市地域包括医療福祉センターふくしあ 滋賀県

20 石崎憲 ｲｼｻﾞｷ ｹﾝ 国際医療福祉大学医学部歯科口腔外科学講座 千葉県

21 石田瞭 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳ 東京歯科大学摂食嚥下リハビリテーション研究室 東京都

22 石原広 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 北円山クリエイト歯科 北海道

23 市川哲雄 ｲﾁｶﾜ ﾃﾂｵ 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野 徳島県

24 伊藤加代子 ｲﾄｳ ｶﾖｺ 新潟大学医歯学総合病院口腔リハビリテーション科 新潟県

25 伊藤誠康 ｲﾄｳ ﾏｻﾔｽ 日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座 千葉県

26 糸田昌隆 ｲﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 大阪歯科大学 医療保健学部口腔保健学科 大阪府

27 猪越正直 ｲﾉｺｼ ﾏｻﾅｵ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野 東京都

28 伊原良明 ｲﾊﾗ ﾖｼｱｷ 昭和大学歯学部ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞ口腔医学講座リハビリテーション医学部門 東京都

29 今村嘉宣 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 今村歯科医院 神奈川県

30 岩佐康行 ｲﾜｻ ﾔｽﾕｷ 社会医療法人 原土井病院 歯科 福岡県

31 岩﨑正則 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾉﾘ 東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と精神保健研究チーム 東京都

32 上田圭織 ｳｴﾀﾞ ｶｵﾘ 東京医科歯科大学高齢者歯科学分野 東京都

33 植田耕一郎 ｳｴﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 日本大学歯学部摂食機能療法学講座 東京都

34 上田貴之 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 東京歯科大学老年歯科補綴学講座 東京都

35 上田敏雄 ｳｴﾀﾞ ﾄｼｵ 上田歯科医院 佐賀県

36 宇佐美博志 ｳｻﾐ ﾋﾛｼ 愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座 愛知県

37 潮田高志 ｳｼｵﾀﾞ ﾀｶｼ 多摩北部医療センター歯科口腔外科 東京都



会員名 フリガナ 勤務先 支部

38 梅田慈子 ｳﾒﾀﾞ ﾖｼｺ 聖隷三方原病院 静岡県

39 梅本丈二 ｳﾒﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 福岡大学医学部歯科口腔外科学教室 福岡県

40 江草正彦 ｴｸﾞｻ ﾏｻﾋｺ 岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター 岡山県

41 江面晃 ｴﾂﾞﾗ ｱｷﾗ 日本歯科大学新潟病院総合診療科 新潟県

42 遠藤眞美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾐ 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座 千葉県

43 大井孝 ｵｵｲ ﾀｶｼ 石巻赤十字病院歯科 宮城県

44 大岡貴史 ｵｵｵｶ ﾀｶﾌﾐ 明海大学歯学部機能保存回復学講座摂食嚥下リハビリテーション学分野 埼玉県

45 大神浩一郎 ｵｵｶﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京歯科大学千葉歯科医療センター総合診療科 千葉県

46 大久保真衣 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｲ 東京歯科大学口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室 東京都

47 大嶋依子 ｵｵｼﾏ ﾖﾘｺ 日本歯科大学附属病院 東京都

48 大西啓之 ｵｵﾆｼ ｹｲｼﾞ おおにし歯科クリニック 滋賀県

49 大野友久 ｵｵﾉ ﾄﾓﾋｻ 浜松市リハビリテーション病院歯科 静岡県

50 大房航 ｵｵﾌｻ ﾜﾀﾙ 鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座 神奈川県

51 大渡凡人 ｵｵﾜﾀﾘ ﾂﾈﾄ 九州歯科大学歯学部リスクマネジメント歯科学分野 福岡県

52 小笠原正 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀﾀﾞｼ 松本歯科大学大学院口腔健康増進科学講座 長野県

53 岡田和隆 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 北海道大学大学院歯学研究院高齢者歯科学教室 北海道

54 岡田芳幸 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 広島大学病院障害者歯科 広島県

55 岡野佐貴子 ｵｶﾉ ｻｷｺ 聖隷三方原病院 静岡県

56 奥野健太郎 ｵｸﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 大阪歯科大学高齢者歯科学講座 大阪府

57 奥山秀樹 ｵｸﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 佐久市立国保浅間総合病院歯科口腔外科 長野県

58 尾崎研一郎 ｵｻﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 足利赤十字病院リハビリテーション科 栃木県

59 尾崎由衛 ｵｻﾞｷ ﾖｼｴ 歯科医院 丸尾崎 大分県

60 織田展輔 ｵﾀﾞ ﾉﾌﾞｽｹ 織田歯科医院 高知県

61 越智守生 ｵﾁ ﾓﾘｵ 北海道医療大学歯学部クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野 北海道

62 小野智史 ｵﾉ ｻﾄｼ 医療法人 仁友会日之出歯科真駒内診療所 北海道

63 小野高裕 ｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野 新潟県

64 小原由紀 ｵﾊﾗ ﾕｷ 東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と精神保健研究チーム 東京都

65 加賀谷昇 ｶｶﾞﾔ ﾉﾎﾞﾙ 加賀谷歯科医院 東京都

66 柿本和俊 ｶｷﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ 大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科 大阪府

67 柏﨑晴彦 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾊﾙﾋｺ 九州大学大学院歯学研究院高齢者歯科学・全身管理歯科学分野 福岡県

68 片口宗久 ｶﾀｸﾞﾁ ﾑﾈﾋｻ 一般社団法人 富山県歯科医師会 富山県

69 片倉朗 ｶﾀｸﾗ ｱｷﾗ 東京歯科大学口腔病態外科学講座 東京都

70 金澤学 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔デジタルプロセス学分野 東京都

71 金森大輔 ｶﾅﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 藤田医科大学七栗記念病院歯科 三重県

72 金山昇 ｶﾅﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 医療法人 恵公会金山歯科医院 山梨県

73 金子信子 ｶﾈｺ ﾉﾌﾞｺ 学校法人平成医療学園なにわ歯科衛生専門学校 大阪府

74 金久弥生 ｶﾈﾋｻ ﾔﾖｲ 明海大学保健医療学部口腔保健学科 千葉県

75 鎌田政善 ｶﾏﾀ ﾏｻﾖｼ とちはら歯科 群馬県



会員名 フリガナ 勤務先 支部

76 河相安彦 ｶﾜｲ ﾔｽﾋｺ 日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座 千葉県

77 川島貴重 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｴ 学校法人 小倉学園新宿医療専門学校 東京都

78 川本章代 ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾖ 大阪歯科大学附属病院高齢者歯科学講座 大阪府

79 菊谷武 ｷｸﾀﾆ ﾀｹｼ 日本歯科大学口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ多摩クリニック 東京都

80 菊池雅彦 ｷｸﾁ ﾏｻﾋｺ 東北大学病院総合歯科診療部 宮城県

81 貴島真佐子 ｷｼﾏ ﾏｻｺ 社会医療法人 若弘会わかくさ竜間リハビリテーション病院 大阪府

82 北川栄二 ｷﾀｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ ＪＲ札幌病院歯科口腔外科 北海道

83 北川昇 ｷﾀｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 東京都

84 木村年秀 ｷﾑﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ まんのう町国民健康保険造田歯科診療所 香川県

85 木村英敏 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 木村歯科医院 青森県

86 草間里織 ｸｻﾏ ｻｵﾘ 昭和大学歯科病院歯科衛生室 神奈川県

87 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 岡山県

88 久保田一政 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾏｻ 東京医科歯科大学高齢者歯科学分野東京医科歯科大学歯学部ｽﾍﾟｼｬﾙｹｱ1 東京都

89 久保田潤平 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 九州歯科大学生体機能学講座老年障害者歯科学分野 福岡県

90 久保田智彦 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾋｺ 社会福祉法人若楠 若楠療育園 佐賀県

91 隈倉慎介 ｸﾏｸﾗ ｼﾝｽｹ くまくら歯科医院 埼玉県

92 蔵本千夏 ｸﾗﾓﾄ ﾁｶ 医療法人静和会 浅井病院歯科診療部 千葉県

93 栗原由紀夫 ｸﾘﾊﾗ ﾕｷｵ 栗原歯科医院 静岡県

94 玄景華 ｹﾞﾝ ｹｲｶ 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野 岐阜県

95 古池崇志 ｺｲｹ ﾀｶｼ 東京歯科大学老年歯科補綴学講座 千葉県

96 越野寿 ｺｼﾉ ﾋｻｼ 北海道医療大学歯学部咬合再建補綴 北海道

97 小柴慶一 ｺｼﾊﾞ ｹｲｲﾁ こしば歯科医院 埼玉県

98 小玉剛 ｺﾀﾞﾏ ﾂﾖｼ こだま歯科医院 東京都

99 児玉実穂 ｺﾀﾞﾏ ﾐﾎ 日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科 東京都

100 小林健一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ こばやし歯科クリニック 東京都

101 小林直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 特定医療法人 万成病院 岡山県

102 駒ヶ嶺友梨子 ｺﾏｶﾞﾐﾈ ﾕﾘｺ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

103 小松知子 ｺﾏﾂ ﾄﾓｺ 神奈川歯科大学全身管理歯科学講座 障害者歯科学分野 神奈川県

104 小見山道 ｺﾐﾔﾏ ｵｻﾑ 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学分野 千葉県

105 小向井英記 ｺﾑｶｲ ﾋﾃﾞｷ 小向井歯科クリニック 奈良県

106 権田知也 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 大阪大学大学院歯学研究科有床義歯補綴学高齢者学分野 大阪府

107 近藤尚知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻﾄﾓ 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座 岩手県

108 齊藤朋愛 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾖｼ 齊藤歯科医院 福井県

109 酒井克彦 ｻｶｲ ｶﾂﾋｺ 東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座 千葉県

110 阪口英夫 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 医療法人永寿会 陵北病院歯科診療部 東京都

111 坂口勝 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 坂口歯科診療所 大阪府

112 佐々木啓一 ｻｻｷ ｹｲｲﾁ 東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野 宮城県

113 貞森紳丞 ｻﾀﾞﾓﾘ ｼﾝｽｹ 厚生労働省 中国四国厚生局医療課 岡山県
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114 佐藤亨 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 東京歯科大学短期大学 東京都

115 佐藤裕二 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 東京都

116 佐藤佑介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

117 佐藤由紀子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 社会福祉法人長寿村 介護老人保健施設大田ナーシングホーム翔裕園 東京都

118 澤島果林 ｻﾜｼﾏ ｶﾘﾝ 静岡県

119 三條祐介 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｽｹ 三條歯科医院 千葉県

120 七田俊晴 ｼﾁﾀ ﾄｼﾊﾙ 昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 東京都

121 品川隆 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 平成横浜病院 歯科口腔外科 神奈川県

122 篠崎千奈 ｼﾉｻﾞｷ ﾁﾅ しのざき歯科医院 埼玉県

123 清水潤 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 高木歯科医院 島根県

124 清水崇雪 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 清水歯科 愛知県

125 下平修 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｵｻﾑ 昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 東京都

126 白井肇 ｼﾗｲ ﾊｼﾞﾒ 岡山大学病院 総合歯科 岡山県

127 白野美和 ｼﾛﾉ ﾐﾜ 日本歯科大学新潟病院訪問歯科口腔ケア科 新潟県

128 菅武雄 ｽｶﾞ ﾀｹｵ 鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座 神奈川県

129 菅野亜紀 ｽｶﾞﾉ ｱｷ 東京歯科大学短期大学歯科衛生学科 東京都

130 杉原直樹 ｽｷﾞﾊﾗ ﾅｵｷ 東京歯科大学衛生学講座 東京都

131 杉山哲也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂﾔ 東京歯科大学千葉歯科医療センター摂食嚥下リハビリテーション科 千葉県

132 鈴木哲也 ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ 東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科 口腔機能再建技工学分野 東京都

133 鈴木典子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座 神奈川県

134 鈴木啓之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 東京医科歯科大学高齢者歯科学分野 東京都

135 鈴木史彦 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾋｺ 奥羽大学歯学部口腔外科学講座歯科麻酔学分野 福島県

136 須田牧夫 ｽﾀﾞ ﾏｷｵ 医療法人社団 横浜みらい会横浜南仲通歯科 神奈川県

137 角保徳 ｽﾐ ﾔｽﾉﾘ 国立長寿医療研究センター歯科口腔先端医療開発センター 愛知県

138 高木治仁 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾋﾄ 高木歯科医院 石川県

139 髙橋一也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 大阪歯科大学高齢者歯科学講座 大阪府

140 髙橋健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 常陸大宮市国民健康保険美和診療所 茨城県

141 高橋徳昭 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｱｷ 伊予市国民健康保険直営中山歯科診療所 愛媛県

142 高橋賢晃 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｱｷ 日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科 東京都

143 高端泰伸 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾌﾞ 高端歯科 兵庫県

144 髙橋裕 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ 福岡歯科大学 福岡県

145 髙濱豊 ﾀｶﾊﾏ ﾕﾀｶ 愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座 愛知県

146 高柳久与 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾋｻﾖ 聖隷三方原病院リハビリテーション部 静岡県

147 竹内一夫 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｵ 愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座 愛知県

148 竹内周平 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾍｲ 医療法人社団 竹印竹内歯科医療院 東京都

149 竹島浩 ﾀｹｼﾏ ﾋﾛｼ 明海大学歯学部病態診断治療学講座高齢者歯科学分野 埼玉県

150 武部純 ﾀｹﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 愛知学院大学歯学部有床義歯学講座 愛知県

151 田地豪 ﾀﾁﾞ ﾂﾖｼ 広島大学大学院医系科学研究科口腔生物工学研究室 広島県
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152 田中彰 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座 新潟県

153 田中彰 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ タナカ歯科医院 山口県

154 田中清雄 ﾀﾅｶ ｷﾖｵ 愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座 愛知県

155 田中敏光 ﾀﾅｶ ﾄｼﾐﾂ 田中歯科医院 埼玉県

156 田中信和 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 大阪大学歯学部顎口腔機能治療部 大阪府

157 田中祐子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ 日本歯科大学口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ多摩クリニック 東京都

158 谷口裕重 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｼｹﾞ 朝日大学歯学部　口腔病態医療学講座摂食嚥下リハビリテーション学分野 岐阜県

159 田原靖章 ﾀﾊﾗ ﾔｽｱｷ タハラデンタルクリニック 千葉県

160 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 神奈川県

161 田村暢章 ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 明海大学歯学部病態診断治療学講座高齢者歯科学分野 埼玉県

162 田村文誉 ﾀﾑﾗ ﾌﾐﾖ 日本歯科大学口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ多摩クリニック 東京都

163 津賀一弘 ﾂｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 広島大学大学院医系科学研究科先端歯科補綴学研究室 広島県

164 角町正勝 ﾂﾉﾏﾁ ﾏｻｶﾂ 角町歯科医院 長崎県

165 寺尾導子 ﾃﾗｵ ﾐﾁｺ 医療法人臨生会 吉田歯科分院 北海道

166 寺中智 ﾃﾗﾅｶ ｻﾄｼ 足利赤十字病院 リハビリテーション科 栃木県

167 戸原雄 ﾄﾊﾗ ﾀｶｼ 日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック 東京都

168 戸原玄 ﾄﾊﾗ ﾊﾙｶ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食嚥下リハビリテーション学分野 東京都

169 冨田健嗣 ﾄﾐﾀ ｹﾝｼﾞ 冨田歯科 愛知県

170 内藤真理子 ﾅｲﾄｳ ﾏﾘｺ 広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学 広島県

171 永尾寛 ﾅｶﾞｵ ｶﾝ 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野 徳島県

172 永尾康 ﾅｶﾞｵ ﾔｽｼ 埼玉県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ歯科診療部 歯科診療科 埼玉県

173 中川量晴 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾊﾙ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

174 中島純子 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座 東京都

175 中津百江 ﾅｶﾂ ﾓﾓｴ 岡根歯科医院 東京都

176 中根綾子 ﾅｶﾈ ｱﾔｺ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食嚥下リハビリテーション学分野 東京都

177 中村康典 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ (独)国立病院機構鹿児島医療センター 歯科口腔外科 鹿児島県

178 中山渕利 ﾅｶﾔﾏ ｴﾝﾘ 日本大学歯学部摂食機能療法科 東京都

179 那須郁夫 ﾅｽ ｲｸｵ 北原学院歯科衛生専門学校 千葉県

180 難波亮二 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｮｳｼﾞ なんば歯科医院 大分県

181 二川浩樹 ﾆｶﾜ ﾋﾛｷ 広島大学大学院医系科学研究所口腔生物工学分野 広島県

182 西恭宏 ﾆｼ ﾔｽﾋﾛ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面補綴学分野 鹿児島県

183 西川毅 ﾆｼｶﾜ ﾀｹｼ 西川歯科医院 長野県

184 西村正宏 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面補綴学分野 鹿児島県

185 西脇恵子 ﾆｼﾜｷ ｹｲｺ 日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科 東京都

186 野口智子 ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 昭和大学歯学部高齢者歯科学教室 東京都

187 野末真司 ﾉｽﾞｴ ｼﾝｼﾞ 昭和大学スペシャルニーズ口腔医学講座口腔リハビリテーション医学部門 東京都

188 野原幹司 ﾉﾊﾗ ｶﾝｼﾞ 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室 大阪府

189 野本亜希子 ﾉﾓﾄ ｱｷｺ 浜松市リハビリテーション病院歯科 静岡県
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190 蓜島弘之 ﾊｲｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 松本歯科大学地域連携歯科学講座 長野県

191 長谷剛志 ﾊｾ ﾀｶｼ 公立能登総合病院 歯科口腔外科 石川県

192 長谷川洋人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 長谷川歯科医院 茨城県

193 畠山桂郎 ﾊﾀｹﾔﾏ ｹｲﾛｳ 畠山歯科医院 秋田県

194 服部佳功 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾉﾘ 東北大学大学院歯学研究科リハビリテーション歯学講座加齢歯科学分野 宮城県

195 花形哲夫 ﾊﾅｶﾞﾀ ﾃﾂｵ 花形歯科医院 山梨県

196 濵洋平 ﾊﾏ ﾖｳﾍｲ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

197 羽村章 ﾊﾑﾗ ｱｷﾗ 日本歯科大学生命歯学部高齢者歯科学 東京都

198 林　甫 ﾊﾔｼ ﾊｼﾞﾒ 林歯科医院 京都府

199 原豪志 ﾊﾗ ｺｳｼﾞ 神奈川歯科大学附属病院全身管理高齢者歯科 神奈川県

200 原哲也 ﾊﾗ ﾃﾂﾔ 岡山大学病院歯科・補綴歯科部門 岡山県

201 久野彰子 ﾋｻﾉ ｱｷｺ 日本医科大学付属病院口腔科 東京都

202 日山邦枝 ﾋﾔﾏ ｸﾆｴ 昭和大学図書館 東京都

203 平塚正雄 ﾋﾗﾂｶ ﾏｻｵ 医療法人 博仁会福岡リハビリテーション病院歯科 福岡県

204 平野浩彦 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾋｺ (独)東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科 東京都

205 弘田克彦 ﾋﾛﾀ ｶﾂﾋｺ 高知学園短期大学医療衛生学科歯科衛生専攻 高知県

206 弘中祥司 ﾋﾛﾅｶ ｼｮｳｼﾞ 昭和大学歯学部ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞ口腔医学講座 口腔衛生学部門 東京都

207 深山治久 ﾌｶﾔﾏ ﾊﾙﾋｻ 東京医科歯科大学歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野 東京都

208 福永暁子 ﾌｸﾅｶﾞ ｱｷｺ 聖隷浜松病院歯科 静岡県

209 藤井航 ﾌｼﾞｲ ﾜﾀﾙ 九州歯科大学歯学部口腔保健学科多職種連携推進ユニット 福岡県

210 藤田尚 ﾌｼﾞﾀ ﾋｻｼ 新潟県立看護大学 東京都

211 藤原ゆみ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾐ 一般社団法人 岡山県歯科衛生士会 岡山県

212 古瀬信久 ﾌﾙｾ ﾉﾌﾞﾋｻ 医療法人社団 医信会古瀬歯科医院 東京都

213 古屋純一 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 東京都

214 外園智唯 ﾎｶｿﾞﾉ ﾄﾓﾀﾀﾞ 江戸川区口腔保健センター 東京都

215 細矢哲康 ﾎｿﾔ ﾉﾘﾔｽ 鶴見大学歯学部歯内療法学講座 神奈川県

216 堀一浩 ﾎﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野 新潟県

217 堀健介 ﾎﾘ ｹﾝｽｹ ほり歯科医院 宮崎県

218 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 岡山県

219 町田麗子 ﾏﾁﾀﾞ ﾚｲｺ 日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科 東京都

220 松尾浩一郎 ﾏﾂｵ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京医科歯科大学大学院地域・福祉口腔機能管理学分野 東京都

221 松村圭祐 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲｽｹ 松村歯科医院 東京都

222 松村英雄 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 東京都

223 松本信久 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｻ 松本歯科医院 熊本県

224 松山美和 ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾜ 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔機能管理学分野 徳島県

225 馬見塚賢一郎 ﾏﾐﾂﾞｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 医療法人社団 成扶会馬見塚デンタルクリニック 東京都

226 三浦宏子 ﾐｳﾗ ﾋﾛｺ 北海道医療大学歯学部保健衛生学分野 北海道

227 三浦雅明 ﾐｳﾗ ﾏｻｱｷ 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院歯科センター 千葉県
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228 水橋史 ﾐｽﾞﾊｼ ﾌﾐ 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第１教室 新潟県

229 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 岡山県

230 水口俊介 ﾐﾅｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

231 宮城敦 ﾐﾔｷﾞ ｱﾂｼ 神奈川歯科大学全身管理医歯学講座障害者歯科学分野 神奈川県

232 宮本佳宏 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座 愛知県

233 村田比呂司 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｼ 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科補綴学分野 長崎県

234 元橋靖友 ﾓﾄﾊｼ ﾔｽﾄﾓ 社会医療法人財団 大和会武蔵村山病院歯科 東京都

235 森崎重規 ﾓﾘｻｷ ｼｹﾞｷ 医療法人 鶴岡クリニック歯科・口腔外科 大分県

236 森下志穂 ﾓﾘｼﾀ ｼﾎ 明海大学保健医療学部口腔保健学科 千葉県

237 森田薫 ﾓﾘﾀ ｶｵﾙ 森田歯科医院 広島県

238 森田一彦 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾋｺ 森田歯科医院 静岡県

239 森田浩光 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾐﾂ 福岡歯科大学　口腔歯学部総合歯科学講座　訪問歯科センター 福岡県

240 安田順一 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野 岐阜県

241 栁澤光一郎 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 新前橋歯科医院 群馬県

242 山内智博 ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓﾋﾛ がん・感染症センター都立駒込病院 歯科口腔外科 東京都

243 山口麻子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｻｺ 昭和大学病院歯科・歯科口腔外科 東京都

244 山崎裕 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾀｶ 北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室 北海道

245 山下佳雄 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｵ 佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座 佐賀県

246 山本健 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ 鶴見大学歯学部地域歯科保健学教室 神奈川県

247 山森徹雄 ﾔﾏﾓﾘ ﾃﾂｵ 奥羽大学歯学部歯科補綴学講座 福島県

248 吉岡裕雄 ﾖｼｵｶ ﾋﾛｵ 日本歯科大学新潟病院訪問歯科口腔ケア科 新潟県

249 吉川峰加 ﾖｼｶﾜ ﾐﾈｶ 広島大学大学院医歯薬保健学研究科先端歯科補綴学 広島県

250 吉田光由 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ 藤田医科大学医学部歯科口腔外科学講座 愛知県

251 吉成伸夫 ﾖｼﾅﾘ ﾉﾌﾞｵ 松本歯科大学歯科保存学講座(歯周) 長野県

252 米山武義 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹﾖｼ 米山歯科クリニック 静岡県

253 竜正大 ﾘｭｳ ﾏｻﾋﾛ 東京歯科大学老年歯科補綴学講座 東京都

254 若林則幸 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾕｷ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 部分床義歯補綴学 東京都

255 渡邉哲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座 愛知県

256 渡邊裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室 北海道

257 渡部芳彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋｺ 東北福祉大学総合マネジメント学部 宮城県


