
理事長・常任理事・監事（２０１８～２０１９年度）

理事長 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

常任理事 鈴木　治 東北大学大学院歯学研究科顎口腔機能創建学分野

二瓶　智太郎 神奈川歯科大学大学院歯学研究科ｸﾘﾆｶﾙ･ﾊﾞｲｵﾏﾃﾘｱﾙ学分野

服部　雅之 東京歯科大学歯科理工学講座

早川　徹 鶴見大学歯学部歯科理工学講座

玉置　幸道 朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科理工学分野

加藤　功一 広島大学大学院医歯薬保健学研究科生体材料学

石川　邦夫 九州大学大学院歯学研究院生体材料学分野

監事 佐藤　亨 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座

岡田　浩一 クラレノリタケデンタル㈱

理事数　 ５２名（定款１６条　５０～６０名）

代議員数（理事含む） １５９名　（定款７条 １５０～２００名）



地方会長： 武本 真治 

事務局：岩手医科大学医療工学講座

部         門 所               属 理       事

歯科理工（材料）学分野 北海道医療大学歯学部  遠藤　一彦  遠藤　一彦  　  根津  尚史

北海道大学大学院  吉田　靖弘  吉田　靖弘                     赤坂　司

岩手医科大学歯学部  武本　真治  武本 真治  澤田  智史

東北大学大学院  高田　雄京  高田　雄京  高橋　正敏

奥羽大学歯学部  岡田　英俊  岡田　英俊  石田　喜紀

大学付属研究所・研究部門
東北大学大学院
     　（顎口腔機能創建学分野）

 鈴木　治  鈴木　治　　  濱井  瞭

　（歯学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾘｴｿﾞﾝｾﾝﾀｰ）
 洪　光  塩飽　由香利

大学臨床分野 北海道医療大学歯学部 （補）越智　守生 （補）越智　守生

北海道大学大学院 （保）佐野　英彦 （補）横山　敦郎

岩手医科大学歯学部 （補）近藤　尚知 （保）野田　守

東北大学大学院 （補）菊池　雅彦 (補)江草　宏

奥羽大学歯学部 （補）山森　徹雄

一般臨床歯科医師 （岩手県）  小山田　勇樹

（宮城県）  向山　泰泉  細谷　誠      

（福島県）  誉田　雄司  誉田　雄司

その他
（歯科理工学関連領域）

東北大学大学院工学研究科
　　　（材料システム工学専攻）  野村　直之  野村　直之  成島 尚之

９（６） ２８（１４）

北海道・東北地方会 理事・代議員名簿（２０１８～２０１９年度）

  代       議       員



地方会長：塙　隆夫

部         門 所               属 理       事

歯科理工（材料）学分野 明海大学歯学部  中嶌　裕  中嶌　裕　　  日比野　靖

日本大学松戸歯学部  谷本　安浩

東京医科歯科大学大学院  宇尾　基弘  宇尾　基弘　　

東京歯科大学  服部　雅之  服部　雅之

日本歯科大学生命歯学部  宮坂　平  宮坂　平  　  青木　春美

日本大学歯学部  米山　隆之  米山　隆之     小泉  寛恭

昭和大学歯学部  宮﨑　隆  宮﨑　隆  　  堀田  康弘

神奈川歯科大学大学院  二瓶　智太郎  二瓶　智太郎  大橋　桂

鶴見大学歯学部  早川　徹  早川　徹    野本　理恵

大学付属研究所・研究部門 東京医科歯科大学（生材研）  塙　隆夫     塙　隆夫  堤　祐介

 岸田　晶夫  岸田　晶夫 

 由井　伸彦  由井　伸彦  田村 篤志

大学臨床分野 明海大学歯学部 （補）大川　周治

日本大学松戸歯学部 （保）平山　聡司 （保）平山　聡司

東京医科歯科大学大学院 （保）田上　順次 　 （補）三浦　宏之

東京歯科大学 （補）佐藤　亨

日本歯科大学生命歯学部 （保）奈良 陽一郎  （補）五味　治徳

日本大学歯学部 （保）宮崎　真至　（補）松村　英雄

昭和大学歯学部 （保）真鍋　厚史 （高）佐藤　裕二

神奈川歯科大学大学院 （補）木本　克彦 （補）木本　克彦　 （保）向井　義晴

鶴見大学歯学部 （補）大久保力廣 （保）山本　雄嗣

関東地方会 理事・代議員名簿（２０１８～２０１９年度）

事務局：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

  代       議       員



部         門 所               属 理       事

一般臨床歯科医師 （栃木県）  和田　賢一

（埼玉県）  中野　文夫 

 八木原 建司  

（東京都）  長谷川　晃嗣     長谷川 晃嗣     市川　弘道   

 大竹　康成　　  須田　勇己

 湯浅　清一     由井　眞司 

 愛知　徹也

（神奈川県）  五十嵐　俊男  五十嵐 俊男     髙柴  重幸

 三宅　裕昭  大塚  福長

企 業 関 係 日本歯科材料工業協同組合  由田　文作  由田　文作

（株）ジーシー  熊谷　知弘  熊谷　知弘

長田電機工業㈱  長田　吉弘  長田　吉弘

日本歯研工業（株）  大塚　昌助

（株）トクヤマデンタル  相澤　将之

㈱吉田製作所  村田　慎一

㈱モリタ 東京製作所  赤尾　訓明

コデンタル分野 東医歯大・口腔保健工学  高橋   英和  高橋　英和

日歯大･東京短大
　　　　　　歯科技工学科

 尾崎　順男  尾崎　順男

その他
（歯科理工学関連領域）

(独)医薬品医療機器
　総合機構 規格基準部

 井出　勝久  井出　勝久

２１（１１） ５９（２０）

  代       議       員



地方会長：泉 健次

事務局：新潟大学大学院医歯学総合研究科生体組織再生工学分野

  部         門        所               属    理       事

歯科理工（材料）学分野 新潟大学大学院  泉　健次  泉　健次  大川　成剛

日本歯科大学新潟生命歯学部  大熊　一夫  小出　未来

松本歯科大学  黒岩　昭弘  黒岩　昭弘  洞沢　功子

愛知学院大学歯学部  河合　達志  河合　達志     鶴田　昌三

朝日大学歯学部  玉置　幸道  玉置　幸道     奥山　克史

大学臨床分野 日本歯科大学新潟生命歯学部 （補）渡邉　文彦　　（保）新海　航一

松本歯科大学 （保）山本　昭夫

愛知学院大学歯学部 （保）中田　和彦　　（矯）宮澤　健

朝日大学歯学部 （保）堀田　正人　 （保）堀田　正人　　（補）都尾　元宣

一般臨床歯科医師 （新潟県）  長谷部 伸一

（愛知県）  三枝樹　明道

（岐阜県）  堀口　敬司

コデンタル分野 東海歯科医療専門学校  野村　順雄

５（４） ２１（１０）

中部地方会 理事・代議員名簿（２０１８～２０１９年度）

  代       議       員



地方会長： 松本 卓也

事務局： 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体材料学分野

  部         門        所               属    理       事

歯科理工（材料）学分野 大阪歯科大学  今井　弘一  今井　弘一  橋本　典也

大阪大学大学院  今里　聡  今里　聡  山口　哲

岡山大学大学院  松本　卓也  松本　卓也     岡田　正弘

広島大学大学院  加藤　功一  加藤　功一  平田  伊佐雄

徳島大学大学院  浜田　賢一  浜田　賢一  関根　一光

大学付属研究所・研究部門 大阪歯科大学(中央歯研)  本田　義知  

大学臨床分野 大阪歯科大学 （保）山本　一世　 (小) 有田 憲司

大阪大学大学院 （補）矢谷　博文  (保）林　美加子

岡山大学大学院 （保）吉山　昌宏 （保）吉山　昌宏  （補）窪木　拓男  

広島大学大学院 （補）津賀　一弘

徳島大学大学院 （総）河野　文昭 

一般臨床歯科医師 （大阪府）  三浦　康伸  三浦　康伸

（岡山県）  近藤　康弘

（徳島県）  森　秀司

  企 業 関 係 タカラベルモント㈱  須貝　辰生  須貝　辰生

（株）松風  出口　幹人

クラレノリタケデンタル（株）  岡田　浩一

（株）ニッシン  大八木 薫博

YAMAKIN（株）  安楽　照男

㈱モリタ製作所  岡上　吉秀

コデンタル分野 大阪歯科大学医療保健学部  橋本　正則  橋本　正則  柿本 和俊　

新大阪歯科技工専  中川　正史

広島大学大学院  二川　浩樹

その他 （歯科理工学関連領域） 東洋医療専門学校  宮川　藤一郎

９（６） ３３（１１）

近畿・中四国地方会 理事・代議員名簿（２０１８～２０１９年度）

  代       議       員



地方会長： 都留　寛治

  部         門 所               属 理       事

歯科理工（材料）学分野 九州歯科大学  清水　博史  清水　博史       

九州大学大学院  石川　邦夫  石川　邦夫     林　幸壱朗

福岡歯科大学  都留　寛治  都留　寛治  丸田　道人

長崎大学大学院  渡邊　郁哉  渡邊　郁哉　　

鹿児島大学学術研究院  菊地　聖史　  菊地　聖史  河野　博史

大学臨床分野 九州歯科大学  (補）鱒見　進一

九州大学大学院 （補）古谷野 潔 （補）古谷野 潔　　

福岡歯科大学 （補）髙橋　裕

長崎大学大学院 （補）村田　比呂司

鹿児島大学学術研究院 （補）南　弘之

一般臨床歯科医師 （福岡県）  山本　泰  山本　泰  岡村　光信

（鹿児島県）  奥　淳一

コデンタル分野 九州歯科技工専  斉藤　武史

釜山大学校歯科大学  金　炯一  金　炯一

福岡歯科大学材料工学分野  川口　稔

８（５） １９（８）

九州地方会 理事・代議員名簿（２０１８～２０１９年度）

事務局： 福岡歯科大学歯科医療工学講座生体工学分野

代       議       員

その他
（歯科理工学関連領域）


