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愛知学院大学歯学部　 顎顔面外科学講座 後藤満雄
愛知学院大学歯学部 顎口腔外科学講座 栗田 賢一
愛知学院大学歯学部 歯周病学講座 菊池 毅
秋田大学医学部附属病院 歯科口腔外科 福田 雅幸
朝日大学歯学部 口腔感染医療学講座 歯周病学分野 北後 光信
池田歯科クリニック 池田 頼宣
石川県立中央病院 歯科口腔外科 宮田 勝
石谷歯科 石谷 晃司
宇都宮記念病院 歯科口腔外科 佐々木 忠昭
奥羽大学歯学部附属病院 口腔外科 高田 訓
大分大学医学部附属病院 歯科口腔外科 河野 憲司
大阪歯科大学附属病院 口腔外科 口腔外科第一科 辻 要
大阪大学 前田 芳信、和田 誠大
大森・東京歯科口腔外科 三浦 一恵
岡崎市民病院 歯科口腔外科 長尾 徹
岡山大学大学院口腔顎顔面外科分野 口腔外科 佐々木 朗
香川県立中央病院 歯科口腔外科 古木 良彦
神奈川歯科大学 口腔インプラントセンター 宗像 源博
神奈川歯科大学大学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分野 三辺 正人
かねこ歯科診療所 金子 潤平
蒲郡市民病院 歯科口腔外科 竹本 隆
神山歯科医院 神山 剛史
菅間記念病院 歯科口腔外科 斎藤 正浩
岸和田徳洲会病院 口腔外科 村山 敦
紀南病院 歯科口腔外科 大亦 哲司
木村歯科 福岡天神歯周病ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｾﾝﾀｰ 木村 英隆
九州歯科大学 口腔インプラント科 正木 千尋
九州歯科大学附属病院 口腔内科・口腔外科 吉岡 泉
近畿大学医学部奈良病院 歯科口腔外科 古田 治彦
草津総合病院 歯科・歯科口腔外科 金田 剛
慶應義塾大学医学部 歯科・歯周病教室 加藤 伸
慶應義塾大学医学部 歯科・口腔外科学教室 加藤 伸
医療法人社団光駿会 講道館ビル 歯科・口腔外科 髙橋 雄三
こうの歯科医院 河野 寛二
神戸大学医学部 歯科口腔外科 古森 孝英
公立福生病院 歯科口腔外科 馬越 誠之
国際医療福祉大学病院 歯科口腔外科 草間 幹夫
国立国際医療研究センター病院 歯科口腔外科 黒川 仁
さくらデンタルクリニック 岩田 光弘
さくら総合病院 歯科口腔外科 今井 隆生
三條歯科医院 三條 直哉
汐留高橋歯科医院 高橋 潤一
庄内余目病院 歯科口腔外科 清水 一
昭和大学歯学部 歯周病学講座 山本 松男
仁厚会病院 歯科口腔外科 近藤 元
信州大学 医学部歯科口腔外科学教室 栗田 浩
新百合ヶ丘総合病院 歯科口腔外科研究所 福田 仁一
仙台徳洲会病院 歯科口腔外科 和気 昌弘
総合大雄会病院 歯科(口腔外科) 水野 進
総合南東北病院 歯科口腔外科 池谷 進
高井病院 歯科口腔外科 玉置 盛浩
宝塚市立病院 歯科口腔外科 橋谷 進
千葉メディカルセンター 歯科口腔外科 花澤  康雄
つきやま歯科医院 築山 鉄平
辻歯科医院 辻光 弘
鶴見大学歯学部附属病院 口腔内科（第二口腔外科） 里村 一人
手稲渓仁会病院 歯科口腔外科 針谷 靖史
DUOデンタルクリニック 大月 基弘
桃花台歯科 村上 卓
東京医科歯科大学 インプラント・口腔再生医学 春日井 昇平
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東京医科歯科大学顎顔面外科 顎口腔外科 大山 巌雄
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 歯周病学分野 水谷 幸嗣
東京医科大学 茨城医療センター 歯科口腔外科 松尾 朗
東京医科大学病院 歯科口腔外科・矯正歯科 近津 大池
東京歯科大学口腔顎顔面外科 口腔外科 柴原 孝彦
東京歯科大学市川総合病院 歯科・口腔外科 澁井 武夫
東京歯科大学口腔病態外科 口腔外科 片倉 朗
東京歯科大学 歯周病学講座 喜田 大智
東北大学病院 歯科インプラントセンター 小山 重人
徳島大学病院 歯科口腔外科（口腔内科） 東 雅之
医療法人徳洲会東京西徳洲会病院 口腔外科 佐野 次夫
獨協医科大学 歯科口腔外科 川又 均
ともこデンタルクリニック 武田 朋子
富山大学大学院医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座 野口 誠
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯周病学分野 吉村 篤利
名古屋市立西部医療センター 歯科口腔外科 奥村 嘉英
名古屋第一赤十字病院 口腔外科 大岩 伊知郎
名古屋大学医学部付属病院 歯科口腔外科 日比 英晴
奈良医大 口腔外科 桐田 忠昭
二階堂歯科医院 二階堂 雅彦
西原歯科医院 西原 茂昭
日本歯科大学附属病院 口腔インプラント診療科 山田 麻衣子
日本歯科大学生命歯学部 歯周病学講座 伊藤 弘
日本歯科大学新潟生命歯学部 歯周病学講座 佐藤 聡
日本歯科大学新潟病院 口腔外科 小根山 隆浩
日本歯科大学附属病院 石垣 佳希
日本大学歯学部 口腔外科学講座 外木 守雄
日本大学松戸歯学部 歯周治療学講座 小方 頼昌
橋本市民病院 歯科口腔外科 田中 章夫
医療法人仁友会 日之出歯科診療所 森本 達也
広島タワーデンタルクリニック 小笠原 一行
福岡歯科大学 口腔治療学講座歯周病学分野 坂上 竜資
福岡大学病院 歯科口腔外科 喜多 涼介
平成横浜病院 口腔外科 青山 繁
碧南市民病院 歯科口腔外科 黒柳 範雄
北海道医療大学 クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野 越智 守生
北海道医療大学歯学部 口腔機能修復 再建学系 歯周歯内治療学分野 古市 保志
北海道大学病院歯科診療センター 口腔診断内科学分野 北川 善政
松本歯科大学 歯科保存学講座 吉成 伸夫
水上歯科クリニック 水上 哲也
三宅歯科医院 三宅 宏之
元町駅前歯科 今村 琢也
山梨大学医学部附属病院 歯科口腔外科 吉澤 邦夫
友和デンタルクリニック 行田 長隆
横浜市立大学附属病院 歯科・口腔外科 藤内 祝
吉野歯科医院 吉野 宏幸
吉野歯科診療所 田中 真喜
吉村歯科医院 吉村 英則
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