
代　議　員
相澤　聡一（JCHO横浜中央病院・歯口外）
秋葉　正一（国保旭中央病院・歯口外）
麻野　和宏（本島総合病院・歯口外）
足立　了平（ときわ病院・歯口外）
伊介　昭弘（慈恵医大第三病院・歯口外）
石井　達也（神奈川県）
石井　宏昭（川崎市立多摩病院・歯口外）
石井　良昌（海老名総合病院・歯口外）
石垣　佳希（日歯大病院・総合診療）
伊藤　正樹（名古屋徳洲会病院・口外）
伊能　智明（東京都）
今井　　裕（獨協医大・名誉教授）
岩田　雅裕（大阪府）
岩成　進吉（災害医療センター・歯口外）
岩渕　博史（国際医療福祉大病院・歯口外）
上木耕一郎（山梨大医病院・歯口外）
上村　俊介（山口赤十字病院・歯口外）
上山　吉哉（山口大院医・歯口外・名誉教授）
宇佐美雄司（国立病院名古屋医療センター・歯口外）
鵜澤　一弘（千葉大院医学研究院・口腔科学）
内田　大亮（愛媛大院医・顎顔面外）
梅田　正博（長崎大院・医歯薬総合研究）
大木　秀郎（日大歯・口外）
大泰司正嗣（東京都）
大橋　　誠（日歯大新潟・歯麻全身）
大亦　哲司（紀南病院・歯口外）
岡　　俊一（日大歯・歯麻）
小笠原健文（町田市民病院・口外）
岡田　明子（東京都）
岡田　芳幸（広島大病院・障歯）
岡本　俊宏（東女医大・歯口外）

小川　　隆（東医大八王子医療センター・歯口外）
奥山　宜明（東京都）
小澤　一嘉（岐阜県）
押村　　進（愛知県）
片倉　　朗（東歯大・口腔病態外）
金村　成智（京都府立医科大病院・歯科）
金子　忠良（嬉泉病院・歯口外）
金子　裕之（東女医大足立医療センター・歯口外）
樺沢　勇司（医科歯科大院医歯・口腔保健衛生）
上川　善昭（鹿児島大病院・口外）
河合　貴久（東京都）
河合　峰雄（神戸市立医療センター西市民病院・歯口外）
川田　　達（東京都）
河野　憲司（大分大医・歯口外）
河原　　博（鶴見大歯歯病院・歯麻）
川又　　均（獨協医大・口外）
河村　達也（大阪府）
川村　浩樹（東京都）
喜久田利弘（新百合ヶ丘病院・歯口外）
岸本　裕充（兵庫医大・歯口外）
北川　栄二（JR札幌病院・歯口外）
北川　善政（北大院歯学研究・口腔診）
北詰　栄里（日医大武蔵小杉病院・口）
北村　　豊（長野県）
桐田　忠昭（奈良県立医大・口外）
楠川　仁悟（久留米大医・歯口医療センター）
久保田英朗（福岡県）
栗田　　浩（信州大医・歯口外）
黒柳　範雄（碧南市民病院・歯口外）
桑澤　隆補（千葉県）
古賀　陽子（東女医大・歯口外）
小林　　裕（都立広尾病院・歯口外）

名 誉 会 員	 雨宮義弘，上田　裕，柬理十三雄，古屋英毅，吉澤信夫，杉本是孝，瀬戸晥一，寳田　博，増田敏雄
	 朝波惣一郎，伊東隆利，扇内秀樹，倉科憲治，篠崎文彦，白川正順，千葉博茂，山根源之，植木輝一
	 岡　和雄，小谷順一郎，鈴木俊夫，牛山京子，杉崎正志，安藤智博，又賀　泉，松田光悦
物故名誉会員	 千野武廣，田中義弘，河合　幹，玉繁雅之，佐野公人，光安一夫，大曾根　洋，田邉晴康，赤坂庸子，
	 山田祐敬，内田安信，工藤逸郞
理　事　長	 今井　裕
副 理 事 長	 大木秀郎，坂下英明
顧　　　　問	 朝波惣一郎
監　　　　事	 白川正順，扇内秀樹
総　会　長	 小笠原健文	（第30回），砂田勝久（第31回）
理　　　　事	 足立了平，石井宏昭，石井良昌，〇石垣佳希，〇今井　裕，岩渕博史，〇大木秀郎，小笠原健文，
	 片倉　朗，金子忠良，河合貴久，喜久田利弘，岸本裕充，北川善政，久保田英朗，〇栗田　浩，
	 西條英人，〇坂下英明，佐藤泰則，篠原正德，下川千可志，〇砂田勝久，髙山史年，田中　彰，
	 内藤克美，〇林	　勝彦，堀之内康文，見㟢　徹，〇宮田　勝，〇矢郷　香，山口秀紀，依田哲也		
	 （32 名）	（〇常任理事 9名）
部会連絡委員	 金子忠良，河合峰雄，近津大地，森本佳成，安田昌律　
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小林　　恒（弘前大院医学研究・歯口外）
近藤　誠二（福岡大医・歯口外）
近藤　壽郎（鶴見大歯・歯医学）
西條　英人（東大院医学研究・顎顔面外）
齋藤貴一郎（神奈川県）
坂下　英明（我孫子聖仁会病院・口外）
佐藤　一道（国際医療福祉大成田病院・歯口外）
佐藤　泰則（埼玉県）
里見　貴史（日歯大・口外）
里村　一人（鶴見大歯・口内）
佐野　次夫（東京西徳洲会病院・口外）
塩谷　伊毅（日歯大病院・歯麻全身）
篠原　正德（熊本県）
柴原　孝彦（東歯大・名誉教授・客員教授）
渋谷　　鑛（日大松戸歯・歯麻）
嶋田　　淳（明海大歯・顎顔面外）
下川千可志（東京都）
下山　哲夫（埼玉医大・客員教授）
神部　芳則（自治医大病院・歯口外）
杉岡　伸悟（兵庫県）
鈴木佐栄子（神奈川県）
鈴木　　茂（さいたま北部医療センター・歯口外）
鈴木　正二（明海大歯・病態診断）
鈴木　　円（我孫子聖仁会病院・口外）
砂田　勝久（日歯大・歯麻）
関野　麗子（日大歯・歯麻）
高井　良招（岐阜県）
高田　典彦（草加市立病院・歯口外）
髙山　史年（東京都）
竹川　政範（旭川医大・歯口外）
武田　秋生（春日部市立医療センター・口外）
武田　幸彦（新潟県立中央病院・歯口外）
橘　　寛治（奈良県）
立本　行宏（高知医療センター・歯口外）
田中　　彰（日歯大新潟・口外）
田邊　　潔（群馬県）
種市　良厚（東京都）
多保　　学（埼玉県）
丹沢　秀樹（千葉大院医学研究・臨床分子生物）
近津　大地（東医大・口外）
津山　泰彦（三井記念病院・歯口外）
外木　守雄（日大歯・口外）
冨永　和宏（九歯大・顎顔面外）
豊福　　明（医科歯科大院医歯・全人的医療開発）
内藤　克美（浜松医療センター・顎顔面センター）
仲井　雄一（富山県）
中川　種昭（慶大医・歯口外）
中嶌　　哲（長野県）
中島　　健（熊本医療センター・歯口外）
中島　　博（神奈川県）
中村　仁也（日歯大病院・歯麻全身）
中村　誠司（九大院歯学研究院・口腔顎顔面病態）
中村　典史（鹿児島大院医歯・顎顔面外）

永合　徹也（仙台青葉クリニック・歯麻）
夏目　長門（愛院大歯・口腔先天異常）
西宮　　寛（千葉県）
野田　　守（岩手医科大内丸メディカルセンター・う蝕）
蓜島　桂子（浜松医療センター・歯口外）	
蜂須賀永三（広島県）
濱田　　傑（近畿大医病院・歯口外）
濱田　良樹（鶴見大歯・顎顔面外）
濱本　宜興（山形県立中央病院・歯口外）
林　　勝彦（慈恵医大・歯）
原　　　巖（原病院・歯）
日比　英晴（名古屋大医病院・歯口外）
平木　昭光（福岡歯大・全身管理）
福田　雅幸（秋田大医病院・歯口外）
福本　雅彦（日大松戸歯・有病歯科検査）
毒島　保信（都立墨東病院・歯口外）
別部　智司（神奈川県）
宝諸　博文（埼玉県）
穂坂　一夫（名古屋市歯科医師会・名古屋北歯科医療センター）
堀江　憲夫（埼玉医大総合医療センター・歯口外）
堀之内康文（九州中央病院・歯口外）
本間　英孝（福島県）
松田　憲一（東京都）
松原　完也（石川県）
丸岡　靖史（戸塚共立第 2病院・歯口外）
丸岡　　豊（国際医療センター病院・歯口外）
見㟢　　徹（日大歯・歯麻）
水谷　英樹（成田記念病院・歯口外）
三ツ林裕巳（日歯大病院・内）
三宅　正彦（日大歯・口外）
宮田　　勝（石川県立中央病院・歯口外）
宮脇　卓也（岡大病院・歯麻）
村木　祐孝（徳山中央病院・歯口外）
望月　　亮（静岡県）
森　　良之（自治医大医・歯口外）
森本　佳成（神奈川歯大・全身管理）
矢郷　　香（国際医療福祉大三田病院・歯口外）
安田　昌律（東京都）
谷野　　弦（名戸ヶ谷病院・歯口外）
山内　智博（がん・感染症センター都立駒込病院・歯口外）
山口　　晃（日歯大新潟病院・口外）
山口　秀紀（日大松戸歯・歯麻）
山下　善弘（宮崎大医・顎顔面外）
横尾　　聡（群馬大院医学系研究・顎口腔）
吉川　博政（九州医療センター・歯口外）
吉田　和正（日歯大病院・口外）
吉田　俊一（霞ヶ浦医療センター・歯口外）
吉田　美昭（日大医・耳鼻咽喉頭頸外・歯口外）
吉武　博美（熊本県）
依田　哲也（医科歯科大院医歯・顎顔面外）
渡辺二三雄（揖斐厚生病院・歯口外）



【医療保険 （歯保連）】
　◎石井　良昌　　〇濱田　良樹　　　中村　仁也
　　丸岡　靖史　　　三宅　正彦　　　山内　智博
　　吉川　博政

【会則検討】
　◎林　　勝彦　　○大木　秀郎　　　久保田英朗
　　近藤　壽郎　　　鈴木　　円　　　砂田　勝久

【倫　　理】
　◎石井　宏昭　　○里村　一人　　　小笠原健文
　　篠原　正德　　　砂田　勝久　　　矢郷　　香

【倫理審査】
　◎宮田　　勝　　○石井　宏昭　　　里村　一人
　　篠原　正德　　　鈴木　　円　　　砂田　勝久
　　丸岡　　豊　　　矢郷　　香
　※倫理学専門家　関根　　透	（鶴見大学名誉教授）
　※学識経験者　　進藤美津子	（上智大学大学院名誉教授）
　※一般　　　　　近藤　重則	（㈱学術社社長）

【広　　報】
　◎喜久田利弘　　○河原　　博　　　石垣　佳希
　　鵜澤　一弘　　　川又　　均　　　下川千可志　
　　鈴木佐栄子　　　中島　　健　　　吉川　博政

【選挙管理】
　◎河合　貴久　　○片倉　　朗　　　奥山　宜明
　　近藤　壽郎　　　高田　典彦　　　中嶌　　哲
　　福本　雅彦

【安全管理医療推進】
　◎見㟢　　徹　　○山口　秀紀　　　足立　了平
　　石井　宏昭　　　石井　良昌　　　北川　栄二
　　小林　　裕　　　笹尾　真美

【調査・企画 （ガイドライン推進プロジェクト含む）】
　◎栗田　　浩　　○田中　　彰　　　岩渕　博史
　　森本　佳成　　　山口　　晃　　　山田　慎一
　　柳本　惣市　　　吉川　博政

【学術研修】
　◎矢郷　　香　　○柴原　孝彦　　　岩渕　博史
　　小笠原健文　　　岡本　俊宏　　　片倉　　朗
　　西條　英人　　　林　　勝彦　　　吉田　俊一

【編集査読】
　◎依田　哲也　　〇濱田　良樹　　　岡　　俊一
　　樺沢　勇司　　　河合　峰雄　　　川又　　均
　　岸本　裕充　　　西條　英人　　　里見　貴史
　　近津　大地　　　丸岡　　豊　　　宮脇　卓也
　　森　　良之　　　矢郷　　香　　　山口　　晃
　※専門査読委員
　　片倉　　朗　　　北川　善政　　　栗田　　浩
　　里村　一人　　　豊福　　明　　　見㟢　　徹
　　山口　秀紀

【総務 （学会あり方含む）】
　◎石垣　佳希　　〇砂田　勝久　　　岩渕　博史
　　内藤　克美　　　下川千可志　　　田中　　彰
　　林　　勝彦

【医療連携】
　◎田中　　彰　　〇石垣　佳希　　　石井　良昌
　　内藤　克美　　　小笠原健文　　　砂田　勝久
　　松田　憲一　　　森本　佳成　　　吉武　博美

【財　　務】
　◎岩渕　博史　　○久保田英朗　　　内藤　克美

【専門・認定】
　◎石垣　佳希　　〇山口　秀紀　　　大橋　　誠
　　岡　　俊一　　　樺沢　勇司　　　岸本　裕充
　　黒柳　範雄　　　濱田　良樹　　　森本　佳成
　　山口　　晃

【認定歯科衛生士】
　◎金子　忠良　　〇坂下　英明　　　足立　了平
　　小川　　隆　　　髙山　史年　　　林　　勝彦
　　宮田　　勝　　　森本　佳成　　　山口　秀紀

【ICD委員会】
　◎小笠原健文　　〇西條　英人　　　石井　良昌
　　小川　　隆　　　鈴木　　茂　　　中嶌　　哲
　　林　　勝彦

【学 会 賞】
　◎片倉　　朗　　○依田　哲也　　　樺沢　勇司
　　佐野　次夫　　　砂田　勝久

【脱タバコ社会実現委員会】
　◎内藤　克美　　〇西條　英人　　　石井　達也
　　河合　峰雄　　　黒柳　範雄　　　山本　俊郎

【COI委員会】
　◎依田　哲也　　○栗田　　浩　　　鈴木　　茂
　　毒島　保信　　　矢郷　　香

（◎委員長，○副委員長）（50 音順 .		敬称略）

歴代理事長
　　初代　園山　昇（平成	2	年〜	5	年）
　　二代　内田安信（平成	5	年〜 10 年）
　　三代　白川正順（平成 10 年〜 25 年）
　　四代　今井　裕（平成 25 年〜　　		）

歴代会長
　第	1	回　白川　正順
　第	2	回　内田　安信
　第	3	回　上田　　裕
　第	4	回　吉澤　信夫
　第	5	回　寳田　　博
　第	6	回　瀬戸　晥一
　第	7	回　千野　武廣
　第	8	回　赤坂　庸子
　第	9	回　伊東　隆利
　第 10 回　雨宮　義弘
　第 11 回　増田　敏雄
　第 12 回　田邉　晴康
　第 13 回　坂下　英明
　第 14 回　鈴木　俊夫
　第 15 回　山田　祐敬
　第 16 回　扇内　秀樹

　第 17 回　佐野　公人
　第 18 回　倉科　憲治
　第 19 回　田中　義弘
　第 20 回　山根　源之
　第 21 回　今井　　裕
　第 22 回　白川　正順
　第 23 回　喜久田利弘
　第 24 回　松田　光悦
　第 25 回　渋谷　　鑛
　第 26 回　宮田　　勝
　第 27 回　大木　秀郎
　第 28 回　丹沢　秀樹
　第 29 回　足立　了平
　第 30 回　小笠原健文
　第 31 回　砂田　勝久


