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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

秋葉 正一 あきば まさかず 総合病院国保旭中央病院歯科・歯科口腔外科

朝波 惣一郎 あさなみ そういちろう 西麻布口腔外科インプラントセンター

朝比奈 泉 あさひな いずみ 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

莇生田 整治 あそだ せいじ 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室

足立 守安 あだち もりやす 静岡県立総合病院 歯科口腔外科

阿部 厚 あべ あつし 名古屋掖済会病院 歯科口腔外科

飯野 光喜 いいの みつよし 山形大学 医学部歯科口腔外科学講座

池田 紀夫 いけだ のりお 池田歯科医院

石垣 佳希 いしがき よしき 日本歯科大学附属病院　口腔外科

石川 誠 いしかわ まこと 北海道大学病院 高次口腔医療センター 口腔インプラント治療部門

石川 好美 いしかわ よしみ 藤沢市民病院 歯科口腔外科

石崎 勤 いしざき つとむ 日本歯科大学 附属病院インプラント診療センター

石橋 浩晃 いしばし ひろあき 島根大学 医学部歯科口腔外科学講座

石原 修 いしはら おさむ 地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪急性期・総合医療センター　歯科口腔外科

伊東 隆利 いとう たかとし 医療法人 伊東会 伊東歯科口腔病院

伊藤 秀寿 いとう ひでとし 医療法人社団 高緩会 勾当台デンタルクリニック

井原 功一郎 いはら こういちろう 医療法人 伊東会 伊東歯科口腔病院

今井 隆生 いまい たかお 社会医療法人 宏潤会 大同病院

今井 裕 いまい ゆたか 獨協医科大学医学部

岩田 雅裕 いわた まさひろ 宇治徳洲会病院 口腔外科

岩成 進吉 いわなり しんきち 日本大学 歯学部 第一口腔外科

上木 耕一郎 うえき こういちろう 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

植田 章夫 うえだ あきお 松本歯科大学口腔インプラント科

植野 高章 うえの たかあき 大阪医科大学 感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室

鵜澤 一弘 うざわ かつひろ 千葉大学大学院医学研究院 口腔科学講座　千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

宇治川 清登 うじがわ きよと 聖路加国際病院　歯科口腔外科

内田 大亮 うちだ だいすけ 愛媛大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学分野

榎本明史 えのもと　あきふみ 近畿大学病院 歯科口腔外科

大久保 力廣 おおくぼ ちかひろ 鶴見大学 歯学部 有床義歯補綴学講座

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

岡 和雄 おか かずお 芝クリニック 歯科口腔外科

岡崎 雄一郎 おかざき ゆういちろう 千人町歯科　八王子口腔外科・インプラントクリニック

小笠原 健文 おがさわら たけふみ 町田市民病院 口腔外科

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

岡本 俊宏 おかもと としひろ 東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学教室

岡本 喜之 おかもと よしゆき 藤沢市民病院 歯科口腔外科

奥寺 元 おくでら はじめ 王子歯科美容外科クリニック

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

小澤 靖弘 おざわ やすひろ 聖路加国際病院　歯科口腔外科

落合 栄樹 おちあい しげき 愛知学院大学歯学部 顎顔面外科学講座

指　導　医　一　覧

専門医の先生方へ：本情報は現在当学会に登録されているものです。できる限り情報の更新を行っているつもりですが変更や間違いがありまし
たら変更届を提出いただくか、mailにてご連絡ください。

変更届：　https://www.jamfi.net/download/nyuukai_henkou.docx　　（WORDファイルです。一旦PCに保存してください）

mail : info@jamfi.net
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尾原 清司 おはら せいじ 島根県立中央病院

各務 秀明 かがみ ひであき 松本歯科大学　歯学部　口腔顎顔面外科学講座

風岡 宜暁 かざおか よしあき 愛知医科大学病院 歯科口腔外科

春日井 昇平 かすがい しょうへい 総合南東北病院 顎顔面インプラントセンター

片倉 朗 かたくら あきら 東京歯科大学　口腔病態外科学講座

勝山 英明 かつやま ひであき 医療法人社団 さくら会MMデンタルクリニック

加藤 仁夫 かとう たかお 日本大学松戸歯学部 口腔インプラント講座

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

金山 景錫 かねやま けいせき ケイ歯科

狩野 証夫 かのう あきお 群馬大学 医学部附属病院歯科口腔外科

神谷 祐二 かみや ゆうじ 公立陶生病院 歯科口腔外科

川合 道夫 かわい みちお 日本オーラルクリニック

川尻 秀一 かわしり しゅういち 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学専攻顎顔面口腔外科学分野

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

川又 均 かわまた ひとし 獨協医科大学医学部 口腔外科学講座

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

喜久田 利弘 きくた としひろ 福岡大学 医学部歯科口腔外科学教室

北川 善政 きたがわ よしまさ 北海道大学大学院 歯学研究科口腔病態学講座口腔診断内科学教室

北所 弘行 きたじょ ひろゆき 北海道医療大学病院 歯科口腔外科

北村 豊 きたむら ゆたか 医療法人信州口腔外科インプラントセンター

木津 康博 きづ やすひろ （医）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

城戸 寛史 きど ひろふみ 福岡歯科大学 咬合修復学講座口腔インプラント学分野

桐田 忠昭 きりた ただあき 奈良県立医科大学 口腔外科学講座

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

草間 幹夫 くさま みきお 自治医科大学 医学部歯科口腔外科学講座

楠川 仁悟 くすかわ じんご 久留米大学 医学部歯科口腔医療センター

久保田 英朗 くぼた えいろう 久保田歯科口腔外科医院、佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

栗田 賢一 くりた けんいち 愛知学院大学歯学部

栗田 浩 くりた ひろし 信州大学 医学部歯科口腔外科

黒岩 裕一朗 くろいわ ゆういちろう 愛知学院大学歯学部 顎口腔外科学講座

黒柳 範雄 くろやなぎ のりお 碧南市民病院 歯科口腔外科

高 済石 こう さいせき 六甲アイランド甲南病院 歯科口腔外科

古賀 千尋 こが ちひろ 福岡歯科大学　口腔医療センター

小久保 裕司 こくぼ ゆうじ 鶴見大学 歯学部 クラウンブリッジ補綴学第二講座

小林 大輔 こばやし だいすけ 都立多摩総合医療センター 歯科口腔外科

小林 正治 こばやし ただはる 新潟大学大学院 組織再建口腔外科学分野

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

阪本 貴司 さかもと たかし 大阪歯周インプラントセンター　医療法人 白鵬会 阪本歯科

坂本 泰宏 さかもと やすひろ 三井記念病院 歯科口腔外科

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

迫田 隅男 さこだ すみお 宮崎大学 医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野

佐々木 朗 ささき あきら 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野

佐々木 研一 ささき けんいち 佐々木歯科・口腔顎顔面ケアクリニック

笹倉 裕一 ささくら ゆういち （医）善仁会 小山記念病院 歯科口腔外科 顎口腔インプラントセンター

佐藤 淳一 さとう じゅんいち 鶴見大学歯学部付属病院 口腔顎顔面インプラント科

佐藤 仁 さとう まさし 医療法人社団恩和会　八重洲中央歯科

佐藤 泰則 さとう やすのり 防衛医科大学校 歯科口腔外科

里見 貴史 さとみ たかふみ 日本歯科大学生命歯学部 口腔外科学講座

佐野 次夫 さの つぐお 東京西徳洲会病院

澤木 康一 さわき こういち 広島市民病院 歯科口腔外科

澤木 佳弘 さわき よしひろ 総合病院中津川市民病院 歯科口腔外科
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椎葉 正史 しいば まさし 千葉大学大学院 医学研究院臨床分子生物学講座

塩田 真 しおた まこと 東京医科歯科大学大学院 インプラント・口腔再生医学分野

式守 道夫 しきもり みちお 公立学校共済組合 北陸中央病院 歯科口腔外科

篠原 淳 しのはら あつし 緑ヶ丘デンタルクリニック

渋谷 恭之 しぶや やすゆき 名古屋市立大学大学院医学研究科 生体機能・構造医学専攻感覚器・形成医学講座 口腔外科学分野

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

下山 哲夫 しもやま てつお 埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科

白川 正順 しらかわ まさより 日本歯科大学 附属病院口腔外科

代田 達夫 しろた たつお 昭和大学 歯学部顎口腔疾患制御外科学教室

新谷 悟 しんたに さとる 東京銀座シンタニ歯科口腔外科クリニック

菅井 敏郎 すがい としろう 医療法人社団UC会

鈴木 泰明 すずき ひろあき すずき歯科口腔外科

住田 知樹 すみだ ともき 九州大学病院・顔面口腔外科

関和 忠信 せきわ ただのぶ 日本大学歯学部

瀬戸 晥一 せと かんいち 公益財団法人国際口腔医療財団代表理事

高田 篤史 たかだ あつし たかだ歯科口腔外科クリニック

高田 典彦 たかだ のりひこ 草加市立病院 歯科口腔外科

高塚 茂行 たかつか しげゆき 公立松任石川中央病院　歯科口腔外科

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

高野 正行 たかの まさゆき 東京歯科大学水道橋病院口腔外科 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座

髙橋 喜久雄 たかはし きくお 社会保険船橋中央病院

髙橋 哲 たかはし てつ 東北大学大学院歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野

髙橋 雄三 たかはし ゆうぞう 講道館ビル歯科・口腔外科

髙森 等 たかもり ひとし 日本歯科大学

寶田 博 たからだ ひろし 東京セントラル歯科    一般歯科・歯科口腔外科

竹島 浩 たけしま ひろし 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Ⅰ

武知 正晃 たけち まさあき 独立行政法人国立病院機構　呉医療センター　中国がんセンター歯科・歯科口腔外科

竹信 俊彦 たけのぶ としひこ 大阪歯科大学 口腔外科学第二講座

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 進彰 たちばな あきら 加古川中央市民病院 歯科口腔外科

玉木大之 たまきひろゆき 日本大学松戸歯学部 口腔顎顔面インプラント学講座

田村 暢章 たむら のぶあき 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Ⅰ

田村　英俊 たむら ひでとし 亀田総合病院 歯科口腔外科

丹下 和久 たんげ かずひさ 春日井市民病院 歯科口腔外科

丹沢 秀樹 たんざわ ひでき 千葉大学大学院医学研究院 臨床分子生物学

近津 大地 ちかづ だいち 東京医科大学医学部口腔外科学分野

千葉 博茂 ちば ひろしげ 東京医科大学

塚原 宏泰 つかはら ひろやす 医）宏礼会 塚原デンタルクリニック

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

藤内 祝 とうない いわい 明海大学

外木 守雄 とのぎ もりお 日本大学歯学部 口腔外科学講座

冨永 和宏 とみなが かずひろ 九州歯科大学 病態制御学分野

豊田 哲郎 とよだ てつろう 西中町クリニック 口腔外科

長尾 徹 ながお とおる 岡崎市民病院 歯科･口腔外科

中川 清昌 なかがわ きよまさ 南砺市民病院 歯科口腔外科

中里 滋樹 なかさと しげき なかさと歯科医院

中橋 一裕 なかはし かずひろ 松阪市民病院 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

鍋島 弘充 なべしま ひろみつ ひばりが岡歯科医院

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
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野口 誠 のぐち まこと 富山大学 医学部歯科口腔外科学講座

野間 弘康 のま ひろやす 東京歯科大学 口腔外科学第1講座

野村 篤 のむら あつし 医）篤美会 野村歯科

野村 隆祥 のむら たかよし 野村歯科医院、鶴見大学歯学部インプラント科

長谷川 巧実 はせがわ たくみ 神戸大学医学部附属病院 歯科口腔外科

羽鳥 仁志 はとり まさし 昭和大学 歯学部顎口腔疾患制御外科

濱田 傑 はまだ すぐる 近畿大学 医学部附属病院歯科口腔外科

濱田 良樹 はまだ よしき 鶴見大学 歯学部口腔顎顔面外科学講座

林 正人 はやし まさと 医療法人福正会 はやし歯科医院

原田 利夫 はらだ としお 玉造厚生年金病院 歯科口腔外科

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

日比 英晴 ひび ひではる 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

平野 公彦 ひらの きみひこ 国東市民病院　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

廣安 一彦 ひろやす かずひこ 日本歯科大学新潟病院 口腔インプラント科

福田 幸太 ふくた こうた 愛知学院大学　歯学部 顎口腔外科学講座

福田 雅幸 ふくだ まさゆき 秋田大学 医学部歯科口腔外科

藤井 俊治 ふじい としはる 日本大学歯学部 口腔外科

藤澤 健司 ふじさわ けんじ 徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部口腔顎顔面外科学分野

藤本 耕二 ふじもと こうじ 正愛病院 歯科口腔外科インプラント科

藤本 昌紀 ふじもと まさき 藤本歯科口腔外科クリニック

古木 良彦 ふるき よしひこ 香川県立中央病院 歯科口腔外科

古田 勲 ふるた いさお 富山大学大学院 医学薬学研究部歯科口腔外科学講座

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

別所 和久 べっしょ かずひさ 京都大学 医学部附属病院歯科口腔外科

星名 秀行 ほしな ひでゆき 新潟大学 医歯学総合病院 インプラント治療部

堀 稔 ほり みのる 堀 歯科医院

堀田 聡 ほりた さとし 奈良県立医科大学 口腔外科学講座

堀内 克啓 ほりうち かつひろ 中谷歯科医院

本田 雅彦 ほんだ まさひこ 日本大学歯学部 口腔外科学教室第2座

馬越 誠之 まごし せいし 公立福生病院口腔外科

又賀 泉 またが いずみ 日本歯科大学

松尾 朗 まつお あきら 東京医科大学 口腔外科学分野

松本 有史 まつもと ゆうし 大分岡病院マキシロフェイシャルユニット

真野 隆充 まの たかみつ 山口大学大学院 医学系研究科上皮情報解析医科学講座 歯科口腔外科学分野

丸岡 豊 まるおか ゆたか 国立国際医療研究センター病院 歯科口腔外科

三嶋 顕 みしま あきら 医療法人 柏葉会 三嶋歯科医院 7条院

水川 展吉 みずかわ のぶよし 岡山大学病院 口腔外科 再建系

水木 信之 みずき のぶゆき 医療法人社団信和会ミズキデンタルオフィス

水野 進 みずの すすむ 社会医療法人大雄会 総合大雄会病院 歯科・口腔外科

南 克浩 みなみ かつひろ 愛知学院大学 歯学部附属病院口唇口蓋裂センター

宮川 明 みやかわ あきら 医療法人社団 札幌歯科口腔外科クリニック

宗像 源博 むなかた もとひろ 神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター

村木 祐孝 むらき ゆうこう 徳山中央病院 歯科口腔外科

村瀬 博文 むらせ ひろふみ 聖路加国際病院 歯科口腔外科

村田 勝 むらた まさる 北海道医療大学 顎顔面口腔外科学分野

目瀬 浩 めせ ひろし 福山市民病院　歯科口腔外科

本橋 雪子 もとはし ゆきこ 聖路加国際病院 口腔外科

森　悟 もりさとる 医療法人社団 健口会もり歯科

森田 雅之 もりた まさゆき メイクスマイル歯科

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

4



矢島 安朝 やじま やすとも 東京歯科大学

矢田 浩章 やた ひろあき 船井幸雄記念クリニック 矢田デンタルクリニック

柳井 智恵 やない ちえ 日本歯科大学 附属病院口腔外科・インプラント診療センター

山内 健介 やまうち けんすけ 東北大学大学院歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野

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

山口 晃 やまぐち あきら 日本歯科大学 新潟病院口腔外科

山崎 安晴 やまざき やすはる 北里大学医学部 形成外科美容外科学 北里大学病院 歯科（兼任）

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

山下 善弘 やました よしひろ 福岡歯科大学 口腔顎顔面外科学講座

山田 陽一 やまだ よういち 岐阜大学大学院 医学系研究科 感覚運動医学講座

山本 学 やまもと がく 滋賀医科大学 医学部歯科口腔外科学講座

山本 一彦 やまもと かずひこ 奈良県立医科大学 口腔外科学講座

山本 哲也 やまもと てつや 高知大学 医学部歯科口腔外科学講座

由井 俊平 ゆい しゅんぺい 天理よろづ相談所病院 歯科口腔外科

横井 基夫 よこい もとお 名古屋市立大学大学院 医学研究科 口腔外科学分野

横田 幸治 よこた ゆきはる 横田歯科 口腔外科医院

吉川 博政 よしかわ ひろまさ 国立病院機構 九州医療センター歯科口腔外科

吉田 雅司 よしだ まさし 今給黎総合病院 歯科口腔外科

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

領家 和男 りょうけ かずお 鳥取大学医学部医学科 感覚運動医学講座口腔顔面病態外科学分野

渡邉 文彦 わたなべ ふみひこ 日本歯科大学 新潟生命歯学部歯科補綴学第２講座

渡邊 裕 わたなべ ゆたか 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
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