
委員会名 役職 委員名 所属
会頭 住 友 雅 ⼈ ⽇本⻭科医学会会⻑
副会頭 柳 川 忠 廣 ⽇本⻭科医師会副会⻑
副会頭 松 井 克 之 神奈川県⻭科医師会会⻑
準備委員⻑ 松 村 英 雄 ⽇本⼤学⻭学部教授
事務局⻑ ⼩ 林 隆太郎 ⽇本⻭科⼤学附属病院教授

常任委員会 総務部会⻑ ⼩ 林 隆太郎 ⽇本⻭科⼤学附属病院教授
総務副部会⻑ 尾 松 素 樹 ⽇本⻭科医師会常務理事
財務部会⻑ 神 ⽥ 晋 爾 ⽇本⻭科医師会常務理事
財務副部会⻑ ⼭ 本 松 男 昭和⼤学⻭学部教授
登録部会⻑ ⽻ 村   章 ⽇本⻭科⼤学⽣命⻭学部教授
登録副部会⻑ ⼭ 崎 ⼀ 男 東京都⻭科医師会会⻑
学術部会⻑ 川 ⼝ 陽 ⼦ 東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研究科教授
学術副部会⻑ 砂 ⽥ 勝 久 ⽇本⻭科⼤学⽣命⻭学部教授
広報・出版部会⻑ ⽶ ⼭ 隆 之 ⽇本⼤学⻭学部教授
広報・出版副部会⻑ ⼩ ⼭ 茂 幸 ⽇本⻭科医師会常務理事

総務部会 部会⻑ ⼩ 林 隆太郎 ⽇本⻭科⼤学附属病院教授
副部会⻑ 尾 松 素 樹 ⽇本⻭科医師会常務理事
委員 弘 中 祥 司 昭和⼤学⻭学部教授
委員 井 出 良 ⼦ 井出⻭科医院院⻑
委員 ⽯ 井 信 之 神奈川⻭科⼤学教授
委員 ⾚ 沼 岩 男 ⾚沼⻭科医院院⻑

会場運営委員会 委員⻑ 弘 中 祥 司 昭和⼤学⻭学部教授
副委員⻑ 井 出 良 ⼦ 井出⻭科医院院⻑
委員 林   美加⼦ ⼤阪⼤学⼤学院⻭学研究科教授
委員 ⻄ 村 正 宏 ⿅児島⼤学⼤学院医⻭学総合研究科教授
委員 勝 村 聖 ⼦ 鶴⾒⼤学⻭学部准教授

式典・催事委員会 委員⻑ ⽯ 井 信 之 神奈川⻭科⼤学教授
副委員⻑ ⾚ 沼 岩 男 ⾚沼⻭科医院院⻑
委員 武 藤 徳 ⼦ 神奈川⻭科⼤学准教授
委員 宮 崎 真 ⾄ ⽇本⼤学⻭学部教授
委員 村 松   敬 東京⻭科⼤学教授

登録部会 部会⻑ ⽻ 村   章 ⽇本⻭科⼤学⽣命⻭学部教授
副部会⻑ ⼭ 崎 ⼀ 男 東京都⻭科医師会会⻑
委員 今 湊 良 証 かさま⻭科院⻑
委員 ⼩野寺 哲 夫 ⼩野寺⻭科医院院⻑
委員 俣 ⽊ 志 朗 東京医科⻭科⼤学名誉教授
委員 ⽮ 島 安 朝 東京⻭科⼤学教授
委員 本 ⽥ 和 也 ⽇本⼤学⻭学部教授
委員 髙 橋 ⼀ 也 ⼤阪⻭科⼤学教授
委員 ⽯ 垣 佳 希 ⽇本⻭科⼤学附属病院准教授

財務部会 部会⻑ 神 ⽥ 晋 爾 ⽇本⻭科医師会常務理事
副部会⻑ ⼭ 本 松 男 昭和⼤学⻭学部教授

学術部会 部会⻑ 川 ⼝ 陽 ⼦ 東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研究科教授
副部会⻑ 砂 ⽥ 勝 久 ⽇本⻭科⼤学⽣命⻭学部教授
委員 ⼤ 川 周 治 明海⼤学⻭学部教授
委員 髙 橋   哲 東北⼤学⼤学院⻭学研究科教授
委員 興 地 隆 史 東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研究科教授
委員 依 ⽥ 哲 也 東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研究科教授
委員 ⼭ 本 照 ⼦ 東北⼤学名誉教授、北海道⼤学客員教授
委員 ⼭ 崎 和 久 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科教授

講演・シンポジウム委員会 委員⻑ ⼤ 川 周 治 明海⼤学⻭学部教授
副委員⻑ 髙 橋   哲 東北⼤学⼤学院⻭学研究科教授
委員 新 井 康 仁 新井⻭科クリニック院⻑、千葉県⻭科医師会理事
委員 前 ⽥ 初 彦 愛知学院⼤学⻭学部教授
委員 浅 海 淳 ⼀ 岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科教授
委員 𠮷 ⽥ 靖 弘 北海道⼤学⼤学院⻭学研究院教授
委員 奈 良 陽⼀郎 ⽇本⻭科⼤学⽣命⻭学部教授
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テーブルクリニック・ポスターセッション委員会 委員⻑ 興 地 隆 史 東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研究科教授
副委員⻑ 依 ⽥ 哲 也 東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研究科教授
委員 髙 井 貞 浩 ⾼井⻭科クリニック院⻑
委員 須 ⽥ 直 ⼈ 明海⼤学⻭学部教授
委員 ⼩ 川   匠 鶴⾒⼤学⻭学部教授
委員 ⼤ 島 勇 ⼈ 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科教授
委員 植 ⽥ 耕⼀郎 ⽇本⼤学⻭学部教授

国際セッション委員会 委員⻑ ⼭ 本 照 ⼦ 東北⼤学名誉教授、北海道⼤学客員教授
副委員⻑ ⼭ 崎 和 久 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科教授
委員 ⻄ 郷   巌 神奈川県⻭科医師会専務理事
委員 藤 ⾕ 崇 ⼈ ふじたに⻭科医院院⻑
委員 上 條 ⻯太郎 昭和⼤学⻭学部教授
委員 今 ⾥   聡 ⼤阪⼤学⼤学院⻭学研究科教授
委員 中 村 誠 司 九州⼤学⼤学院⻭学研究院教授

分科会プログラム担当チーム 委員⻑ ⼀ ⼾ 達 也 東京⻭科⼤学教授
副委員⻑ ⼩ ⽅ 賴 昌 ⽇本⼤学松⼾⻭学部教授
委員 中 原   賢 ⽇本⻭科⼤学新潟⽣命⻭学部教授
委員 原 ⽥ 浩 之 東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研究科教授
委員 ⾺ 場 ⼀ 美 昭和⼤学⻭学部教授

⽇本⻭科医師会プログラム担当チーム 委員⻑ 佐 藤 真奈美 ⽇本⻭科医師会理事
副委員⻑ 伊 藤 明 彦 ⽇本⻭科医師会理事
委員 岡 﨑 恵⼀郎 おかざき矯正⻭科クリニック院⻑
委員 ⼭ ⽥ 雅 敏 ⼭⽥⻭科医院院⻑
委員 上 ⽥   賢 上⽥⻭科医院院⻑

広報・出版部会 部会⻑ ⽶ ⼭ 隆 之 ⽇本⼤学⻭学部教授
副部会⻑ ⼩ ⼭ 茂 幸 ⽇本⻭科医師会常務理事
委員 渡 邉 洋 次 わたなべ⻭科医院院⻑
委員 磯 川 桂太郎 ⽇本⼤学⻭学部教授
委員 若 林 則 幸 東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研究科教授
委員 飯 島 裕 之 飯島⻭科医院院⻑
委員 岡   伸 ⼆ 岡⻭科医院院⻑

⼤会記念誌担当チーム 委員⻑ 渋 ⾕   鑛 ⽇本⼤学松⼾⻭学部教授
委員 ⻄ 巻 明 彦 ⻄巻⻭科院⻑
委員 佐 藤 利 英 ⽇本⻭科⼤学新潟⽣命⻭学部准教授
委員 ⽯ 橋   肇 ⽇本⼤学松⼾⻭学部専任講師


