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青木 紀昭 あおき のりあき 済生会横浜市南部病院 口腔外科

莇生田 整治 あそだ せいじ 慶応義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室

五十嵐 友彦 いがらし ともひろ 特定医療法人社団千寿会 三愛病院 歯科口腔外科

石井 亮太 いしい りょうた 医療法人社団 木津歯科

井原 功一郎 いはら こういちろう 医）伊東会 伊東歯科口腔病院

上杉 崇史 うえすぎ たかし 医療法人社団 健歯会 東小金井歯科

上原 浩之 うえはら ひろゆき 日本大学歯学部 口腔外科学講座

宇治川 清登 うじがわ きよと 学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 歯科口腔外科

臼田 慎 うすだ しん 国家公務員共済組合連合会 立川病院 歯科口腔外科

大場 誠悟 おおば せいご 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 顎口腔再生外科学分野

小笠原 利行 おがさわら としゆき 福井総合病院 歯科口腔外科

沖田　美千子 おきた　みちこ 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 歯科口腔外科

小倉 晋 おぐら しん 日本歯科大学附属病院 口腔インプラント診療科

小倉 基 おぐら もとい 医療法人社団 天榮会 茂原機能クリニック 歯科センター 歯科口腔外科 

小澤 靖弘 おざわ やすひろ 聖路加国際病院 歯科口腔外科

鬼澤 勝弘 おにざわ かつひろ 川崎市立川崎病院 歯科口腔外科

小野 重弘 おの しげひろ 広島大学病院口腔顎顔面再建外科

筧　康正 かけい　やすまさ 神戸大学医学部附属病院

勝見 祐二 かつみ ゆうじ 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

金子 貴広 かねこ たかひろ 埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科

神野 由貴 かみの よしたか 医療法人社団 札幌歯科口腔外科クリニック

川井 忠 かわい ただし 岩手医科大学歯学部　口腔顎顔面再建顎講座　口腔外科学分野

河奈 裕正 かわな ひろまさ 神奈川歯科大学 顎・口腔インプラント科

管野 貴浩 かんの たかひろ 島根大学医学部 歯科口腔外科学講座

木津 康博 きづ やすひろ 医療法人社団 木津歯科 オーラル＆マキシロフェイシャルケアクリニック横浜

草野 薫 くさの かおる 大阪歯科大学 口腔インプラント学講座

栗原 淳 くりはら じゅん 群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

小飼 英紀 こがい ひでき 順和会 山王病院 歯科口腔インプラントセンター

小林 正樹 こばやし まさき 新須磨病院歯科口腔外科

西條 英人 さいじょう ひでと 東京大学医学部 感覚運動機能講座 口腔顎顔面外科学

作山 葵 さくやま あおい 自治医科大学歯科口腔外科学講座

嶋田 淳 しまだ　じゅん 明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科学分野１

杉山 健太郎 すぎやま けんたろう 杉山デンタルクリニック

髙野 裕史 たかの ひろし 秋田大学医学部付属病院 歯科口腔外科

高橋 英俊 たかはし ひでとし 東京医科大学 口腔外科学分野

高山 明裕 たかやま あきひろ 山梨大学医学部附属病院 歯科口腔外科

立川 敬子 たちかわ のりこ 東京医科歯科大学口腔再生再建学分野口腔インプラント科

橘 寛彦 たちばな ひろひこ 結城歯科医院

谷口 真一 たにぐち しんいち 市立伊勢総合病院 歯科口腔外科

檀上 敦 だんじょう あつし 佐賀大学医学部 歯科口腔外科学講座
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恒松 晃司 つねまつ こうじ 島根大学医学部歯科口腔外科学講座

鶴巻 浩 つるまき ひろし 医）仁愛会 新潟中央病院 歯科口腔外科

出張 裕也 ではり ひろなり 札幌医科大学医学部 口腔外科学講座

中尾  一祐 なかお かずまさ 京都大学歯科口腔外科

永原 國央 ながはら くにてる 朝日大学医科歯科医療センター口腔インプラント科

成相 義樹 なりあい よしき 松江市立病院歯科口腔外科

二宮 嘉昭 にのみや よしあき 広島大学病院　口腔顎顔面再建外科

濱田 勇人 はまだ はやと 東京医科大学医学部口腔外科学分野

針谷 靖史 はりや やすし 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 歯科口腔外科

日野 峻輔 ひの しゅんすけ 埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科

廣田 誠 ひろた まこと 横浜市立大学附属市民総合医療センター　歯科・口腔外科・矯正歯科

藤井 俊治 ふじい としはる 日本大学歯学部 口腔外科学講座

藤本 昌紀 ふじもと まさき 藤本歯科口腔外科クリニック

古谷 義隆 ふるや よしたか 東京歯科大学 口腔インプラント学講座

堀田 聡 ほりた さとし 奈良県立医科大学口腔外科学講座

増田 一生 ますだ いっせい 医）誠歯会 マスダ歯科医院

松尾 朗 まつお あきら 東京医科大学口腔外科学分野

松村 達志 まつむら たつし 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 顎口腔再建外科学分野

丸川 恵理子 まるかわ えりこ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科

道端 彩 みちばた あや 静岡市立清水病院口腔外科

南里 篤太郎 みなみざと とくたろう 南里歯科医院／長崎大学顎口腔再生外科

宮本 郁也 みやもと いくや 岩手医科大学口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野

宗像 源博 むなかた もとひろ 昭和大学歯学部インプラント歯科学講座

森 悟 もり さとる 医療法人社団 健口会もり歯科

森永 健三 もりなが けんぞう 福岡歯科大学咬合修復学講座 口腔インプラント学分野

諸井 明徳 もろい あきのり 山梨大学大学院総合研究部　医学域臨床医学系　歯科口腔外科学講座

矢島 安朝 やじま やすとも 東京歯科大学 口腔インプラント学講座

矢郷 香 やごう かおり 国際医療福祉大学三田病院歯科口腔外科

柳井 智恵 やない ちえ 日本歯科大学附属病院 口腔インプラント診療科

山内 智博 やまうち ともひろ がん・感染症センター 東京都立駒込病院 歯科口腔外科

山崎 雅人 やまざき まさと 大曲厚生医療センター 歯科口腔外科

山下 佳雄 やました よしお 佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

吉澤 泰昌 よしざわ やすまさ 高知大学医学部歯科口腔外科学講座

吉田 祥子 よしだ しょうこ 赤穂中央病院歯科口腔外科

吉野 綾 よしの あや 福岡大学医学部 歯科口腔外科学講座

吉村 仁志 よしむら ひとし 福井大学学術研究院 医学系部門医学領域 感覚運動医学講座 歯科口腔外科学分野
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