
附表１　参加予定施設
施設名及び講座または診療科 責任者氏名

1 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 上木　耕一郎
2 秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科 福田　雅幸
3 九州歯科大学歯科放射線学分野 森本　泰宏
4 京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学 金村　成智
5 福井大学医学部附属病院歯科口腔外科 佐野　和生
6 愛知学院大学歯学部附属病院放射線画像診断科 有地　榮一郎
7 岡山大学病院歯科放射線・口腔診断科 浅海　淳一
8 京都大学医学部附属病院歯科口腔外科 別所　和久
9 浜松医科大学医学部歯科口腔外科学講座 加藤　文度
10 帝京大学医学部附属病院・歯科口腔外科 市ノ川　義美
11 弘前大学医学部附属病院歯科口腔外科 小林　恒
12 鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 濱田　良樹
13 福岡大学病院歯科口腔外科 喜久田　利弘
14 岡山大学大学院医歯薬総合研究科口腔病理学分野 長塚　仁
15 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院口腔外科 杉浦　剛
16 東京医科大学医学部口腔外科学分野 近津　大地
17 愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座 下郷　和雄
18 岐阜大学医学部附属病院歯科口腔外科 柴田　敏之
19 埼玉医科大学病院歯科・口腔外科 依田　哲也
20 高知大学医学部附属病院歯科口腔外科 山本　哲也
21 東京歯科大学千葉病院口腔顎顔面外科学講座 柴原　孝彦
22 北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学講座口腔顎顔面外科学教室 鄭　漢忠
23 新潟大学医歯学総合病院口腔再建外科診療室 小林　正治
24 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野 梅田　正博
25 徳島大学大学院医歯薬学研究部・口腔内科学分野 東　雅之
26 山形大学医学部附属病院歯科口腔外科 飯野　光喜
27 防衛医科大学校病院歯科口腔外科 横江　秀隆
28 九州大学病院口腔画像診断科 吉浦　一紀
29 朝日大学歯学部附属病院矯正歯科 北井　則行
30 近畿大学医学部附属病院歯科口腔外科 濱田　傑
31 明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科放射線学分野 奥村　泰彦
32 新潟大学医歯学総合病院顎顔面口腔外科診療室 高木　律男
33 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野 中村　誠司
34 朝日大学歯学部付属病院歯科口腔外科 住友　伸一郎
35 神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科 古森　孝英
36 東京大学医学部附属病院顎口腔外科・歯科矯正歯科 髙戸　毅
37 昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門 代田　達夫
38 大分大学医学部歯科口腔外科学講座 河野　憲司
39 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座 野村　武史
40 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 日比　英晴
41 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科顎顔面機能再建学講座口腔顎顔面外科学分野 中村　典史
42 日本大学松戸歯学部口腔外科学講座 小宮　正道
43 東京慈恵会医科大学附属病院歯科 林　勝彦
44 東京慈恵会医科大学附属第三病院歯科口腔外科 林　勝彦
45 朝日大学歯学部附属病院病理診断科 田沼　順一
46 愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座 浜川　裕之
47 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科第一教室 古郷　幹彦
48 奈良県立医科大学口腔外科学講座 桐田　忠昭
49 九州歯科大学附属病院生体機能学講座口腔内科学分野 吉岡　泉
50 国立大学法人信州大学医学部附属病院特殊歯科・口腔外科 栗田　浩
51 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔分子病態学分野 石丸　直澄
52 広島大学病院　顎・口腔外科 岡本　哲治
53 大阪大学大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講座顎口腔機能治療学教室 阪井　丘芳
54 名古屋市立大学病院歯科口腔外科 渋谷　恭之
55 鶴見大学歯学部口腔内科学講座 里村　一人
56 福島県立医科大学附属病院歯科口腔外科 長谷川　博
57 久留米大学医学部歯科口腔医療センター 楠川　仁悟
58 日本大学松戸歯学部放射線学講座 金田　隆
59 松本歯科大学病院病理検査室 長谷川　博雅
60 岡山大学病院口腔外科（再建系） 飯田　征二
61 広島大学病院口腔顎顔面再建外科 武知　正晃
62 愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科学 風岡　宜暁
63 岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野 杉山　芳樹
64 九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野 冨永　和宏
65 日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座 岡田　康男



66 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 山下　善弘
67 大阪医科大学附属病院歯科口腔外科 植野　高章
68 獨協医科大学病院口腔外科 川又　均
69 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科顎顔面口腔外科学分野 川尻　秀一

70 朝日大学歯学部附属村上記念病院歯科口腔外科
村松　泰徳
住友伸一郎

71 新潟大学医歯学総合病院　歯科放射線科 林　孝文
72 滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座 山本　学
73 岡山大学病院口腔外科（病態系） 佐々木　朗
74 東京歯科大学水道橋病院口腔外科 片倉　朗
75 福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔外科学分野 池邉　哲郎
76 愛知学院大学歯学部口腔病理学講座 前田　初彦
77 奥羽大学歯学部附属病院口腔外科 髙田　訓
78 北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科学教室 北川　善政
79 順天堂大学医学部歯科口腔外科学研究室 篠原　光代
80 産業医科大学病院歯科口腔外科 大矢　亮一
81 香川大学医学部歯科口腔外科学講座 三宅　実
82 和歌山県立医科大学口腔顎顔面外科学講座 藤田　茂之
83 東海大学医学部付属病院口腔外科 金子　明寛
84 千葉大学医学部附属病院歯科・顎・口腔外科 丹沢　秀樹
85 昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座地域連携歯科学部門 丸岡　靖史

86 鶴見大学歯学部附属病院画像診断・放射線科
大久保　力廣
（病院長）

87 日本大学歯学部歯科放射線学講座 本田　和也
88 横浜市立大学附属病院歯科・口腔外科・矯正歯科 藤内　祝
89 日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座 田中　彰
90 朝日大学歯学部歯科放射線学分野 勝又　明敏
91 東京女子医科大学歯科口腔外科学講座 安藤　智博
92 三重大学医学部口腔顎顔面外科学 新井　直也
93 兵庫医科大学病院歯科口腔外科 岸本　裕充
94 東北大学病院咬合回復科 佐々木　啓一
95 昭和大学歯科病院口腔リハビリテーション科 髙橋　浩二
96 日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座 近藤　壽郎
97 筑波大学附属病院歯科口腔外科 武川　寛樹
98 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室 中川　種昭
99 北海道医療大学病院　歯科口腔外科 永易　裕樹
100 徳島大学病院歯科口腔外科 宮本　洋二
101 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科麻酔外来 深山　治久
102 藤田保健衛生大学病院口腔外科 水谷　英樹

103 福井赤十字病院歯科・歯科口腔外科
山田　和人
(正会員）

104 市立島田市民病院歯科口腔外科
田中　四郎
（正会員）

105 朝日大学歯学部附属病院障がい者歯科 玄　景華
106 日本大学歯学部付属歯科病院口腔診断科 今村　佳樹
107 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 嶋田　淳
108 熊本大学医学部附属病院・歯科口腔外科 中山　秀樹
109 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態顎講座口腔顎顔面外科学分野 森　悦秀
110 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Ⅱ 坂下　英明
111 東邦大学医学部口腔外科 関谷　秀樹
112 日本歯科大学附属病院 三代　冬彦
113 日本歯科大学新潟病院放射線科 土持　眞
114 群馬大学大学院医学系研究科顎口腔科学分野 横尾　聡
115 大阪歯科大学口腔外科学第一講座 森田　章介
116 大阪歯科大学口腔外科学第二講座 中嶋　正博
117 日本大学歯学部付属歯科病院口腔外科 大木　秀郎
118 北海道医療大学歯科クリニック　口腔外科 永易　裕樹
119 自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座 森　良之
120 佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座 山下　佳雄
121 東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座顎顔面・口腔外科学分野 髙橋　哲
122 日本大学医学部附属板橋病院歯科口腔外科 北野　尚孝


