
年      度 受賞年月日 受賞者氏名 所                                        属

令和4年5月21日 遠藤一彦
北海道医療大学歯学部生体材料工学分野
教授

令和4年5月21日 佐野英彦
北海道大学大学院歯学研究院歯科保存学教室
教授

令和4年5月21日 清水博史
九州歯科大学口腔機能学講座生体材料学分野
教授

令和4年5月21日 早川徹
鶴見大学歯学部歯科理工学講座
教授

令和4年5月21日 松村英雄
日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座
教授

令和3年4月10日 古谷野潔
九州大学大学院歯学研究院インプラント・義歯補綴学分野
教授

令和3年4月10日 高橋英和
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔機材開発工学分野
教授

令和3年4月10日 田上順次
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
口腔機能再構築学講座う蝕制御学分野
教授

令和2年4月18日 今里　聡
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座(歯科理工学教室)
教授

令和2年4月18日 金 炯一
Dept. of Dental Materials, School of Dentistry, Pusan National Univ
教授

平成30年度 平成31年4月20日 堀田正人
朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科保存学分野 歯冠修復学
教授

平成30年4月14日 今井弘一
大阪歯科大学歯科理工学講座
教授

平成30年4月14日 河合達志
愛知学院大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成30年4月14日 伴清治 愛知県

平成30年4月14日 宮坂　平
日本歯科大学生命歯学部歯科理工学講座
教授

平成29年4月15日 會田雅啓
日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座
教授

平成29年4月15日 末瀬一彦
大阪歯科大学
教授

平成29年4月15日 西山典宏
日本大学松戸歯学部歯科生体材料学
教授

平成29年4月15日 宮川行男
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科理工学講座
教授

平成29年4月15日 桃井保子
鶴見大学歯学部保存修復学講座
教授

平成29年度

日本歯科理工学会学会賞歴代受賞者

令和元年度

令和２年度

令和３年度

平成28年度
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日本歯科理工学会学会賞歴代受賞者

平成28年4月16日 勝海一郎
日本歯科大学生命歯学部歯科保存学講座
教授

平成28年4月16日 永沢栄
松本歯科大学歯科理工学講座
教授

平成28年4月16日 松家茂樹
福岡歯科大学歯科医療工学講座生体工学分野
教授

平成28年4月16日 米山隆之
日本大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成27年4月11日 川島　功
奥羽大学歯学部生体材料学講座
教授

平成27年4月11日 河田　英司
東京歯科大学歯科理工学講座
教授

平成27年4月11日 新谷　明喜
日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第２講座
教授

平成27年4月11日 中村　洋
愛知学院大学歯学部歯内治療学講座
教授

平成27年4月11日 塙　隆夫
東京医科歯科大学生体材料工学研究所　金属生体材料学分野
教授

平成26年4月12日 池見 宅司
日本大学松戸歯学部保存修復学講座
教授

平成26年4月12日 武田 昭二
大阪歯科大学歯科理工学講座
教授

平成26年4月12日 寺田 善博
九州大学歯学部口腔機能修復学講座
教授

平成26年4月12日 福井 壽男
愛知学院大学歯学部歯科理工学教室
教授

平成26年4月12日 吉成 正雄
東京歯科大学理工学教室口腔科学研究センター
教授

平成25年4月13日 楳本　貢三
神奈川歯科大学大学院歯科理工学講座
教授

平成25年4月13日 土井　豊
朝日大学歯学部歯科理工学分野
教授

平成25年4月13日 亘理　文夫
北海道大学大学院歯学研究科生体理工学教室
教授

平成２３年度 平成24年4月14日 淺岡　憲三
徳島大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成23年4月23日 安藤　進夫
日本歯科大学生命歯学部歯科理工学講座
准教授

平成23年4月23日 中  嶌    裕
明海大学歯学部歯科生体材料学分野
教授

平成22年4月17日 岡崎   正之
広島大学大学院医歯薬学総合研究科生体材料学分野
教授

平成22年4月17日 荘村   泰治
大阪大学大学院歯学研究科バイオマテリアル学分野
教授

平成21年4月10日 小倉   英夫
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科理工学講座
教授

平成21年4月10日 宮  崎    隆
昭和大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成21年4月10日 吉田   隆一
日本歯科大学生命歯学部歯科理工学講座
教授

平成２４年度

平成２２年度

平成２１年度

平成２０年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度
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日本歯科理工学会学会賞歴代受賞者

平成20年4月26日 荒木   吉馬
岩手医科大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成20年4月26日 鈴木   一臣
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体材料学分野
教授

平成20年4月26日 久恒   邦博
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科生体材料工学分野
教授

平成20年4月26日 平  野  　進
鶴見大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成19年5月12日 小  田    豊
東京歯科大学歯科理工学講座
教授

平成19年5月12日 堤    定  美
京都大学再生医科学研究所シミュレーション医工学領域
教授

平成18年4月22日 奥  野    攻
東北大学大学院歯学研究科歯科生体材料学分野
教授

平成18年4月22日 仁科   匡生 神奈川歯科大学附属歯科技工専門学校

平成18年4月22日 宮崎   光治
福岡歯科大学歯科医療工学講座
教授

平成17年4月16日 高橋   純造
大阪大学大学院歯学研究科ﾊﾞｲｵﾏﾃﾘｱﾙ学分野
教授

平成17年4月16日 大野   弘機
北海道医療大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成17年4月16日 浜中   人士
東京医科歯科大学生体材料工学研究所金属材料分野
教授

平成16年4月10日 今井   庸二
東京医科歯科大学生体材料工学研究所分子制御分野
教授

平成16年4月10日 小園   凱夫
九州歯科大学歯科理工学講座
教授

平成16年4月10日 西  山    實
日本大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成16年4月10日 根本   君也
日本大学松戸歯学部歯科理工学講座
教授

平成15年4月18日 岡  部    徹
米国 ベイラー歯科大学
教授

平成15年4月18日 齋藤   季夫 東京都開業

平成15年4月18日 森田隆一郎 株式会社モリタ製作所 代表取締役社長

平成１９年度

平成１８年度

平成１７年度

平成１６年度

平成１５年度

平成１４年度
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日本歯科理工学会学会賞歴代受賞者

平成14年4月13日 宮  川    修
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科生体材料学分野
教授

平成14年4月13日 中  尾    眞 日本歯科材料工業協同組合理事長

平成１２年度 平成13年3月31日 長谷川二郎
愛知学院大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成12年4月27日 西村   文夫
東京医科歯科大学歯学部歯科理工学第１講座
教授

平成12年4月27日 太田   道雄
九州大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成１０年度 平成11年4月2日 井上勝一郎
鹿児島大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成  ９年度 平成10年4月18日 谷    嘉  明
京都大学生体医療工学研究センター
教授

平成9年4月5日 安田   克廣
長崎大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成9年4月5日 平  澤    忠
鶴見大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成9年4月5日 生内   良男 日本歯科材料工業協同組合顧問

平成  ７年度 平成8年4月20日 佐藤   温重
東京医科歯科大学歯学部歯科理工学第２講座
教授

平成7年4月15日 中村   正明
大阪歯科大学歯科理工学講座
教授

平成7年4月15日 橋本   弘一
明海大学歯学部歯科材料学講座
教授

平成7年4月15日 森  脇    豊
朝日大学歯学部歯科理工学講座
教授

平成6年4月2日 中村   健吾
日本歯科大学新潟歯学部歯科理工学講座
教授

平成6年4月2日 井田   一夫 京都大学名誉教授

平成6年4月2日 中林   宣男
東京医科歯科大学医用器材研究所
教授

平成１１年度

平成  ８年度

平成  ６年度

平成  ５年度

平成１３年度
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