
1 
 

 一般社団法人 日本外傷歯学会認定医（五十音順） 

2021 年 8 月 1 日付	

	

朝田	 武歳	  朝田歯科医院 

朝田	 芳信 鶴見大学歯学部	  

朝野	 崇 あさの歯科医院 

麻野	 昌代 アトラスデンタルクリニック 

安積	 史尊 李歯科医院 

足立	 哲也 医）青空会	 足立歯科クリニック 

足立	 勝 医）湯川歯科医院 

熱海	 啓一郎 大和駐屯地業務隊 

阿南	 壽 福岡歯科大学	  

綾部	 英樹 みずほ台歯科医院 

新井	 嘉則 日本大学 

新垣	 敬一 沖縄県立中部病院	  

有住	 隆史 有住歯科医院 

有田	 憲司 大阪歯科大学	  

有地	 榮一郎 愛知学院大学	 歯学部 

安	 炳旭 あべの歯科クリニック 

安東	 信行 An Dental Office 

飯島	 伸 岩手医科大学	 歯学部 

飯沼	 光生 朝日大学	 歯学部 

五十嵐	 勝	 	 日本大学生命歯学部 

井川	 加織 宮崎大学	 医学部 

井川	 剛健	 	 のぞみ歯科三光 

池上	 慎一郎 池上デンタルクリニック 

石川	 美央 ヒロデンタルクリニック 

石川(佐野) 晃義	  ヒロデンタルクリニック 

石神	 哲朗 

石黒	 長一 医）石黒歯科医院 

石崎	 晴彦 石﨑歯科医院 

石通	 宏行	 	 コアラ小児歯科 

石中	 一代 ヴィナシスデンタルクリニック 

石橋	 浩晃 朝日大学歯学部 

石原	 祐子 医）弘和会	 ハートデンタルクリニック  

市來	 剛 県立日南病院	 歯科口腔外科 

市橋	 豊雄 丸の内歯科医院 

伊東	 泰蔵 医）伊東会いとう歯科医院 

井上	 景 宝塚スミレデンタルクリニック 

井上	 将司 井上歯科クリニック 

井上	 友太 医）井上秀人歯科 ベリーズクリニック 

井上	 裕美子 音羽病院 京都口腔健康センター 

今倉	 由紀子 いのうえゆきこ小児歯科クリニック 

今田	 隆志 こやま歯科医院 

今村	 奈穂子 医）かきうち歯科医院 

入江	 正郎 岡山大学大学院	 医歯薬学総合研究科 

岩田	 侑子	 	 清水歯科クリニック	 日暮里 

岩渕	 雅諭 いわぶち歯科 

植田	 愛彦 医）愛彩会	 愛デンタルクリニック 

上野	 俊明	 	 東京医科歯科大学 

上原	 正典 だいき歯科クリニック 

魚住	 智子 医)うおずみ歯科診療所 

牛島	 茂 みかさ歯科医院 

牛島	 進 牛島歯科医院 

江頭	 寿洋 長崎大学大学院	 医歯薬学総合研究科 

江口	 明宏 えぐち歯科・小児歯科医院 

恵比須	 繁之 大阪大学大学院歯学研究科 

越前谷	 綾子	 社団）  スマイルオフィスデンタルクリニック 

遠藤	 善孝 エンドウ歯科医院 

大木	 宏介 茨城県立中央病院	 歯科口腔外科 

大草	 日斗美 国立国際医療センター	  

大久保	 正彦	 埼玉医科大学病院 

大崎	 絢美 とどろきファミリークリニック 

大澤	 昂平 藤枝市立病院	 歯科口腔外科 

大須賀	 直人 松本歯科大学	  

大竹	 伯房 アイボリー歯科クリニック 

大塚	 英幸 医）ももデンタルクリニック 
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大月	 佳代子 富士吉田市立病院	  

大西	 基伸 ミナミ歯科クリニック 

大矢	 亮一 産業医科大学 

岡	 志央里 奥羽大学	 成長発達歯学講座 

岡崎	 文彦 広島市民病院 

岡野	 哲	 	 	 朝日大学 

小笠原	 貴幸	 アピ歯科クリニック 

小笠原	 貴子 九州大学病院 

岡藤	 範正 松本歯科大学大学院 

興地	 隆史 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 

沖村	 多実男 医）三恵会	 沖村歯科医院 

小倉	 英稔 朝日大学	 歯学部 

尾崎	 正雄 福岡歯科大学	  

織田	 進也 東京歯科大学	  

小田原	 聖 松江市立病院 

越智	 英行 昭和大学歯科病院 

鬼塚	 聖也 おにづか歯科 

小野	 雅代 相生歯科	 診療室 

小野	 由湖	 	  

小村	 	 健 東京医科歯科大学 名誉教授 

垣内	 邦昭 医）かきうち歯科医院 

柿野	 聡子	 	 東京医科歯科大学 

筧	 康正 神戸大学大学院	 医学系研究科 

笠崎	 真悟 慶應義塾大学病院  

笠原	 未佳 矢野歯科医院 

片岡	 海 ありまつ歯科 

片山	 直 明海大学名誉教授 

門井	 謙典 兵庫医科大学	  

加藤	 かな江 岡崎友愛歯科 

加藤	 世太 愛知学院大学歯学部	 口腔病理学講座 

加藤	 智彦 加藤歯科医院 

加納	 史也 名古屋大学大学院	 医学系研究科顎顔面外科学  

勝又	 明敏	 	 朝日大学歯学部 

金川	 昭啓 山口県立総合医療センター 

金沢	 英恵 国立成育医療研究センター 

金岡	 亮介	 	 医療法人社団	 アリスデンタルクリニック  

金丸	 拓矢 国立国際医療研究センター 

兼田	 陽介 萌芽の森クリニック 

狩野	 岳史	 	 沖縄県立北部病院 

上山	 輝樹 かみやま歯科 

神山	 紀久男 東北大学	 名誉教授 

神山	 卓久	 	 神山歯科医院 

鎌田	 研祐 医療法人社団	 鎌田歯科医院 

蒲生	 佳華 しらゆりデンタルクリニック 

苅谷	 憲司 藤田保健衛生大学病院 

川井	 雅詞 ほかお歯科 

河合	 毅師 馬車道デンタルオフィス 

川鍋	 絹恵 伊東歯科医院 

川鍋	 仁 奥羽大学	 歯学部 

河原	 博 鶴見大学	 歯学部 

川南	 壮平 愛知学院大学	 歯学部 

川村	 幸司 デンタルクリニック川村 

川村	 仁 東北大学	 名誉教授 

川村	 哲也 川村歯科医院 

河村	 道彦 森本歯科クリニック 

神野	 孝太	 	 広島祇園スマイル歯科医院 

神戸	 智幸 埼玉よりい病院 

神戸	 美保子  埼玉よりい病院	  

貴島	 崇雄  きじまデンタルクリニック 

木曽	 達人  きそ歯科クリニック 

菊池	 華香	 	 玉置歯科 

北岡(白坂)	 悠	  くが歯科医院 

北村	 隆典 医）スワン会	 白鳥歯科矯正歯科 

北山	 哲平 北山歯科医院 

北山	 美登里 神戸大学大学院	 医学系研究科 

木下	 智雄 きのした歯科医院 

金	 龍	 門 公立豊岡病院 

金	 曙	 錧 あけぼの歯科 

木村	 京子 木村歯科医院 

木村	 光孝 九州歯科大学	 名誉教授 

記村	 優 きむら歯科医院	  

木村	 裕一 奥羽大学	 歯学部 
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行徳	 智義 行徳歯科医院 

金城	 敬 おおひら歯科クリニック 

草間	 薫 明海大学	 歯学部 

楠崎	 晴規 九州労災病院 

工藤	 淳一 官庁街歯科 

國治	 秀一郎 ハロー歯科 

久保	 周平 町田市障がい者歯科診療所 

久保	 宗平	 	 岐阜大学医学部附属病院 

久保	 雅起 くぼ歯科医院 

久保田	 文恵 くぼたふみえ小児歯科 

久保田	 真沙加 

熊谷	 早津季 さつきデンタルクリニック 

熊野	 毅 伊東歯科口腔病院 

栗生	 直 しなの歯科 

黒木	 貴子	 	 登戸こども＆おとな歯科医院 

黒崎	 紀正 東京医科歯科大学	 名誉教授 

黒谷	 知子 歯科黒谷クリニック 

桑原	 茂久 医）くわばら歯科医院 

郡島	 大 おもろまち駅前歯科 

小井田	 奈美 東京医科歯科大学大学院	 医歯学総合研究科 

香西	 克之 広島大学大学院	 医歯薬保健学研究院  

河野	 彩華 横浜医療福祉センター	 港南歯科 

小西	 康三  小西デンタルクリニック 

小嶋	 一人  アルファデンタルクリニック 

小島	 健  松島海岸診療所	 歯科 

小園	 凱夫  九州歯科大学	 名誉教授 

小滝	 盛人  こたき歯科クリニック 

後藤	 匡史 ごとう歯科クリニック 

後藤	 修一郎 ごとう歯科クリニック 

後藤	 真一 医）後藤メディカル	 後藤歯科 

後藤	 友紀 岐阜県揖斐厚生病院 

小林	 大介 舞鶴共済病院 

小林	 信博	 	 大阪歯科大学附属病院 

小林	 幸生	 	 岡山赤十字病院 

小松	 偉二 小松こども歯科 

小松	 恵	 	 	 明海大学歯学部 

古森	 孝英 神戸大学医学部	 名誉教授 

小山	 千佳 藤枝市立総合病院	 歯科 

権	 暁成 タナカ歯科医院 

権田	 洋平 ごんだ歯科医院 

齋	 裕之 医）済生堂医院	 済生堂歯科クリニック  

齋藤	 翔太	  滋賀医科大学 東近江総合医療センター  

齋藤	 誠 さいとう歯科医院 

齋藤	 裕太	 	 さいとう歯科医院 

坂井	 謙三 松本歯科大学大学院 

酒井	 博史	 	 宮崎県立延岡病院 

坂口	 晃平	 	 名古屋大学医学部附属病院	 歯科 

坂爪	 慎太郎 坂爪歯科医院 

坂本	 義浩 井上秀人歯科 

作田	 正義 大阪大学	 名誉教授 

櫻井	 禅士 アーク歯科矯正歯科 

迫	 賢治 さこ歯科医院 

佐々木	 恵三 ささき歯科 

佐々木	 達哉 佐々木歯科医院 

佐々木	 徹 佐々木デンタルクリニック 

佐々木	 秀和 花博ささき歯科 

笹野	 高嗣  

笹本	 祐馬 東京勤労者医療会	 東葛歯科 

笹山	 智史 吉田歯科医院 

佐藤	 亜希 広島市立広島市民病院 

佐藤	 康太郎 名古屋大学医学部  

佐藤	 輝子 あおば歯科小児歯科クリニック 

佐藤	 伸明 愛知学院大学歯学部 

佐藤	 泰則 防衛医科大学校	 名誉教授 

佐野	 将史 佐野歯科クリニック 

澤井	 裕貴 千葉大学医学部付属病院 

澤田	 茂樹 沖縄県立宮古病院	  

三宮	 範子	 	 東京女子医科大学病院 

塩谷(吉田)	 智映子 くすの木病院 

重見	 恭博	 	 医療法人社団アリスデンタルクリニック 

篠田	 宏司 日本大学	 名誉教授 

篠永	 ゆかり 大阪歯科大学	  
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嶋口	 馨 しまぐち歯科クリニック 

嶋田	 淳 明海大学	 歯学部 

島田	 拓矢	 	 京都市立病院 

島津	 正隆 医）恵裕会ほかお歯科クリニック 

清水	 邦彦 日本大学	 松戸歯学部 

清水	 重憲 医）松栄会	 ヒロ歯科クリニック 

下田	 隆史 下田歯科医院 

姜	 良順 静岡県立総合病院	  

城徳	 昭宏 城徳歯科医院 

白子	 高大 東京医科歯科大学大学院	 医歯学総合研究科 

神野	 孝太 広島祇園スマイル歯科医院 

菅谷	 勉	 	 	 北海道大学大学院歯学研究科 

杉村	 光勇	 	 中川歯科 

杉藤	 雅孝	 	 市立長浜病院 

杉本	 勘太 杉本こども歯科クリニック 

杉山	 知子	 	 自治医科大学 

杉山	 芳樹 岩手医科大学名誉教授 

鈴木	 雄士 日本大学	 松戸歯学部 

鈴木	 亮広 東京女子医科大学病院 

須田	 英明 東京医科歯科大学	 名誉教授 

須藤	 健太郎 須藤歯科診療所 

砂川	 元 琉球大学医学部	 名誉教授 

住友	 孝史 医）とみなが歯科医院 

駿河	 由利子 すこやか歯科こども歯科医院 

関口	 	 浩 茨城県身体障害者小児歯科治療センター  

関根	 真一 明海大学	 歯学部 

関野	 貴大 奥羽大学	 歯学部 

世良田	 紀幸 桜井歯科医院 

千田	 彰 愛知学院大学	 歯学部 

曽我	 大泉	 	 曽我歯科医院 

曽我	 富美雄 曽我歯科医院 

園井	 教裕 岡山大学大学院	 医歯薬総合研究科 

園本	 美惠 大阪歯科大学	  

反町	 将 そりまち歯科医院 

大東	 史奈 プラザサントリア	 どんぐり小児歯科 

多賀	 智治 兵庫県立尼崎総合医療センター 

髙井	 駿佑 医療法人	 晴和会	 うしくぼ歯科医院 

高井	 玲子 慶生会	 クリニック大阪 

髙木	 裕三 東京医科歯科大学	 名誉教授 

高崎	 幸奈 北海道大学歯学部歯学研究科 

髙橋	 雄三 医療法人社団 光駿会	  

高久	 裕紀 桐生厚生総合病院	  

高見	 典明 高見歯科クリニック 

高本	 淳一 医）明生会歯科	 木庭平島歯科診療所 

高屋	 翔 髙屋歯科医院 

瀧	 康高 尾崎歯科医院 

瀧	 俊之 向田橋たき歯科医院 

武井	 雄介	 	 社団	 高邦会	 柳川リハビリテーション病院	 歯科口腔外科  

立松	 忠	 	 	 愛知学院大学歯学部 

竹内	 教雄 竹内歯科医院 

竹内	 圭介 

竹原	 庸介	 	 竹原歯科病院 

竹山	 煥一 タケヤマ歯科 

立津	 政晴 沖縄県立宮古病院 

田鎖	 あかね 

田中	 昭男 大阪歯科大学 

田中	 昭生 舞鶴共済病院 

田中	 琢也	 	 ごとう歯科クリニック 

田中	 太邦 国際医療福祉大学	 三田病院 

田中	 靖人 医療法人社団	 聖医会	 田中歯科医院 

田中	 秀和	 	  

田中	 敏子	 	 九州歯科大学 

田中	 麻紀 たなか歯科クリニック 

田中	 光郎 岩手医科大学名誉教授 

田中	 悠己 医）秀元会	 辻野歯科医院 

棚田	 雅博 社会医療法人	 仁愛会	 浦添総合病院 

谷口	 邦久 福岡歯科大学	 名誉教授 

谷口	 真一 久保デンタルクリニック 

田淵	 俊敬 オハナ歯科 

玉井	 那奈	 	 吉田歯科医院 

玉置	 華香 はしもと小児矯正歯科医院 

田村	 康夫 朝日大学	 歯学部	  
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塚本	 計昌 塚本歯科クリニック 

塚本	 亮一 プラムデンタルオフィス 

塚脇	 寛之 塚脇歯科医院 

辻	 直哉 津田歯科診療所 

辻	 裕文 つじ歯科医院 

土永	 浩史 北斗歯科クリニック 

土持	 師 名古屋市立大学大学院	 医学研究科 

都築	 民幸 日本歯科大学	 生命歯学部	  

津村	 美沙子 たちばな診療所 

鶴田	 靖 石垣鶴田歯科医院 

手代木	 崇 医療法人社団 翠耀会 手代木歯科医院 

寺口	 佳子	 	 Ｙｏｓｈｉｋｏ歯科クリニック 

寺沢	 史誉 豊橋市民病院 

寺田	 由紀 寺田歯科クリニック 

東條	 秀太郎	 千石デンタルクリニック 

東條	 俊之	 	 吉田歯科医院 

時崎	 匡史 ときざき歯科 

戸谷	 孝洋 戸谷歯科クリニック 

戸谷	 幹弘 とたに歯科医院 

田路	 雅彦 とうじ歯科医院 

冨岡	 大寛	 	 飯田市立病院 

富永	 敏彦 医）とみなが歯科医院 

冨森	 輝郎 医）冨森会	 冨森歯科医院 

富山	 明尚 医）恵尚会	 山手通り歯科医院 

長尾	 徹 愛知学院大学	 歯学部 

中川	 翔太	 	 戸谷歯科クリニック 

中川	 正樹 ブライト歯科こども歯科 

中島	 英行	 	 中島歯科医院 

中田	 和彦  

長縄	 拓哉 東京女子医科大学 

長畠	 駿一郎 香川大学	 名誉教授 

仲間	 錠嗣 沖縄県立南部医療センター 

中村	 州臣	 	 神奈川歯科大学大学院 

中村	 幸生 医療法人社団	 アリスデンタルクリニック  

中村	 哲也 中村嘉明歯科医院 

中村	 博幸	 	 金沢大学医薬保健 

中村	 洋 愛知学院大学	 名誉教授 

中村	 政孝 医）西原歯科医院 

永田	 裕紀 

鍋山	 篤史	 	 松本歯科大学 

成島	 順子 成島歯科 

新居	 泰浩	 	 にい歯科矯正歯科 

西岡	 道規 福井県立病院	  

西川	 康博 西川歯科クリニック 

西田	 郁子 九州歯科大学 

西田	 宜弘 朝日大学	 歯学部 

西村	 瞬 九州歯科大学	 歯科放射線学分野 

西村	 隆克 公立豊岡病院 

根本	 光 陽光台根本歯科クリニック 

納富	 幸 みゆき歯科 

野上	 恭太郎	 のがみ歯科クリニック 

野坂	 久美子 あおば歯科小児歯科クリニック 

野田	 美和子	 野田歯科・矯正歯科 

野中	 和明 九州大学歯学部	  

萩原	 和明 はぎはら歯科クリニック 

萩原	 大輔 グランド歯科医院 

萩原	 広明 マミー歯科クリニック 

橋本	 和幸 大阪市鶴見区・ごとう歯科クリニック 

橋本	 圭司 はしもと歯科医院 

橋本	 卓弥 橋本歯科クリニック 

橋本	 敏昭 はしもと小児歯科医院 

長谷川	 薫 塩浜歯科 

畠山	 有紀子 

花井	 眞希 音羽病院	 口腔健康センター 

花見	 国紀 ヤマシタデンタルクリニック 

馬場	 篤子 福岡歯科大学 

濵田	 康弘 日本歯科大学附属病院 

濱本	 宣興 山形県立中央病院 

浜脇	 康信 はまわき歯科 

林	 康司 名古屋第二赤十字病院 

早田	 倫久 早田歯科医院 

原田	 エミ こころ歯科 
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原田	 和典 桜江歯科医院 

原田	 泰成 原田歯科クリニック 

春岡	 誠 医）はるおか歯科医院 

比嘉	 努 沖縄県立南部医療センター 

樋口	 ゆみ	 	 藤沢市民病院 

東野	 あさみ あさみ歯科医院 

東野	 美晴 あさみ歯科医院 

菱田	 純代 名古屋医療センター 

秀島	 治 ひでしま歯科医院 

人見	 康太郎 ひとみ歯科医院 

日野	 峻輔 埼玉医科大学総合医療センター 

檜原	 司 ひはら歯科医院 

日村	 光祐 宇治徳州会病院 

平川	 貴之 ひらかわ歯科こども歯科クリニック 

平野	 和幸 あすなろ歯科クリニック 

平山	 武 医）孝陽会	 戸谷歯科クリニック 

福井	 正彦 ふくい歯科・小児歯科医院 

福島	 直樹 ふくしま歯科医院 

福田	 亜利沙	 戸谷歯科クリニック 

福田	 俊介	 	 歯科山崎 

福光	 桂子 よしだ歯科クリニック 

福本	 英樹 独）国立病院機構水戸医療センター 

福山	 達郎 東京歯科大学 

二木	 正晴	 	 ふたぎ歯科医院 

藤井	 克則 ふじい歯科 

藤井	 公之 デンタルクリニック	 ふじい 

藤井	 有里 医）ひまわり会	 河野歯科医院 

藤井	 惠朗	 	 森本歯科医院 

藤澤	 幹大 藤澤歯科医院 

藤田	 智治 藤田歯科クリニック 

藤田	 将広 市立長浜病院 

冨士谷	 盛興 愛知学院大学	 歯学部 

藤本	 明 川田デンタルクリニック 

藤本	 豊久 医）謙信会 なかもずあおぞら歯科クリニック 

古井	 玲生	 	 大阪歯科大学 

古川	 信也 ふるかわ歯科クリニック 

古土井	 春吾 甲南会	 甲南医療センター 

星山	 洋輝 オーデンタルクリニック木曽川 

細川	 寛司 あい歯科クリニック 

細川	 隆司 九州歯科大学口腔再建学分野 

堀江	 哲也 堀江歯科クリニック 

堀口	 有一	 	  

堀田	 淳 グリーン歯科クリニック 

堀田	 礼彰	 	 日本原医務室 

本田	 和也 日本大学	 歯学部 

本田	 美知子 石神井ほんだ歯科医院 

前川	 光太郎 МＫデンタルオフィス 

前田	 隆秀 日本大学松戸歯学部	 名誉教授 

前田	 早苗 総合大雄会病院 

前田	 初彦 愛知学院大学	 歯学部 

前田	 康弘 彦根市立病院 

前田	 祐佳	 	 東京女子医科大学 

政木	 泰介	 	 医療法人	 宝歯会 

牧	 憲司 九州歯科大学 

枡岡	 浩二 大船中央病院 

増田	 一生 医療法人社団	 誠歯会 

町田	 幸雄 東京歯科大学	 名誉教授 

松尾	 拡 九州歯科大学 

松岡	 義高 ひろえ歯科 

松木	 慎太郎 さくらぎ松木歯科医院 

松澤	 哲子 愛知学院大学	 歯学部 

松崎	 麻美	 	 医療法人社団	 星陵会 

松野	 頌平 四天王寺和らぎ苑 

松林	 慈人 松林歯科 

松村	 和洋	 	 日本歯科大学付属病院 

松村	 誠士 岡山大学大学院	 医歯薬学総合研究科  

松本	 耕祐 神戸大学大学院	 医学系研究科 

松本	 典祥 福岡歯科大学 

松本	 崇	 	 	 せこ歯科クリニック 

松本	 光吉 昭和大学	 名誉教授 

水谷	 倫康 エスカ歯科・矯正歯科 

三井	 健嗣 三井歯科医院 
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三井	 潤 三井歯科医院 

三浦	 回也 はるまちざか歯科・矯正歯科 

三浦	 誠子 石井歯科医院 

三橋	 建夫 本町歯科クリニック 

三橋	 哲哉 みはし歯科医院 

三橋	 祐美子 習志野第一病院 

三ツ山	 晃弘 ニューヨーク大学歯学部 

宮内	 雄平 宮内歯科医院 

三宅	 崇博 リョウデンタルオフィス 

三宅	 実 香川大学	 医学部 

宮崎	 桃子  

宮新	 美智世 東京医科歯科大学大学院	 医学総合研究科 

宮田	 弥生 みやた歯科こども歯科クリニック 

宮本	 絵里加 国立病院	 京都医療センター 

宮本	 洋二 徳島大学歯学部大学院	 医歯薬学研究部  

宮本	 政幸 宮本歯科クリニック 

宮良	 善博	 	 みやらデンタルクリニック 

三次	 正春 高松市歯科口腔外科クリニック 

向井	 美代 医）ラポ−ル青山病院 

椋代	 寛之 朝日大学	 歯学部 

宗田	 友紀子 宗田マタニティクリニック歯科室 

村上	 徳夫	 	 村上記念病院 

村上	 卓巳 村上デンタルクリニック 

村本	 周子 東京医科歯科大学大学院	 医歯学総合研究科 

室田	 彩花	 	 川島歯科 

室積	 秀正 つくばセントラル病院 

本川	 渉 福岡歯科大学	 名誉教授 

森	 純一 森歯科医院 

森	 隆 医）かきうち歯科 

森	 宏樹 洛和会	 音羽病院 

森	 昌彦 朝日大学歯学部	 名誉教授 

森崎	 市治郎 梅花女子大学 

森下	 雅三 モリシタ歯科医院 

守田	 誠吾 東京女子医科大学 

森松	 真里	 	 ごとう歯科クリニック 

森本	 泰宏 九州歯科大学 

森脇	 鉄也 鶴見歯科医校 

梁本	 盛弼 ゆう歯科クリニック 

矢原	 規考 自衛隊横須賀病院 

藪	 健一郎 亀宝歯科医院 

柳川	 徹	 	 	 筑波大学医学部 

矢野	 博之 阪南市民病院	 歯科口腔外科 

山縣	 聡介 モリシタ歯科医院 

山口	 琢央 山口歯科医院 

山座	 治義	 	 九州大学大学院歯学研究院 

山崎	 美佳 水島歯科診療所 

山下	 浩平 医）山下歯科医院 

山下	 文枝 フミエこども歯科クリニック 

山下	 善弘 宮崎大学	 医学部 

山田	 元太郎 京丹後市立久美浜病院 

山田	 順子 京丹後市立久美浜病院 

山田	 宗季 医療法人社団	 東山会 

山田	 理浩 京丹後市立久美浜病院 

山中	 太郎	 	 社団	 ＭＭＴ	 長浦マリン歯科 

山本	 一世 大阪歯科大学 

山本	 学 航空自衛隊浜松基地医務室 

山本	 瑞穂	 	 医）晃成会	 高宮ガーデン歯科クリニック 

山本	 康博 愛知医科大学 

八若	 保孝 北海道大学大学院	 医歯学研究院 

遊佐	 辰徳 プラチーノデンタルクリニック 

横井	 敬大 つかさファミリー歯科 

横井	 寛之 松本歯科大学 

横江	 義彦 洛和会	 音羽病院 

横尾	 嘉宣 洛和会	 音羽病院 

横山	 幸夫 ライフタウン歯科クリニック 

横山	 伸夫 陸上自衛隊高射学校 

吉光	 あや子	 元 西南女学院大学 

吉田	 忠司 吉田歯科医院 

吉田	 忠信 よしだ歯科 

吉田	 由子 よしだ歯科クリニック 

吉仲	 正記 大阪大学	 歯学部附属病院 

吉松	 英樹	 	 島根大学医学部 
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米津	 康一 福岡歯科大学 

若杉	 洋平 東京医科歯科大学大学院	 医歯学総合研究科 

若月	 宏之 こどもの歯医者さん 

若菜	 則孝	 	 わかな歯科 

和田	 匡史 わだ歯科クリニック 

和田	 亮 医）明誠会	 津田歯科診療所 

渡辺	 啓一郎 医）啓愛会 わたなべ歯科医院 


