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日本顎口腔機能学会役員名簿（平成 25 年度） 

 

常任理事 

佐々木 啓一（東北大院歯・補綴） 会  長 

山崎 要一（鹿大院歯・小児） 副 会 長 

三浦 宏之（東医歯大院歯・補綴）   庶務担当 

増田 裕次（松歯大院・顎口腔機能） 会計担当 

藤澤 政紀（明海大歯・補綴）     編集担当 

服部 佳功（東北大院歯・加齢） 学術担当 

井上  誠（新潟大院歯・摂食嚥下） 電子情報担当 

大川 周治（明海大歯・補綴） 会則担当 

山口 泰彦（北大院歯・高次口腔医療） 

          サマースクール企画担当 

吉田 教明（長大院歯・矯正）       歯保連担当 

小野 高裕（阪大院歯・補綴）  歯科医学会担当 

津賀 一弘（広大院歯・補綴） ガイドライン担当 

 

理  事 

柴田 考典（北医療大歯・口外） 

小林  博（新潟大院歯・補綴） 

早崎 治明（新潟大院歯・小児） 

松本 敏彦（日大松戸・顎咬合機能治療学） 

川良 美佐雄（日大松戸・補綴） 

加藤  均（東医歯大院歯・補綴） 

祇園白 信仁（日大歯・補綴） 

志賀  博（日歯大歯・補綴） 

井上 富雄（昭和大歯・口腔生理） 

馬場 一美（昭和大歯・補綴） 

田村 康夫（朝日大歯・小児） 

平場 勝成（愛院大歯・生理） 

矢谷 博文（阪大院歯・補綴） 

田中 正夫（阪大院基礎工・機能創成） 

田中 昌博（大歯大・補綴） 

皆木 省吾（岡大院歯・補綴） 

重本 修伺（徳大院歯・補綴）  

藤村 哲也（徳島文理大理工・電子情報） 

古谷野 潔（九大院歯・補綴） 

鱒見 進一（九歯大・補綴） 

宮脇 正一（鹿大院歯・矯正） 

 

監  事 

赤川 安正（奥羽大学） 

野村 修一（新潟大院歯・補綴） 

赤川 安正（広大院歯・補綴） 

 

評議員 

坂口  究（北大院歯・補綴） 

岡田 和樹（北大歯・高次口腔医療） 

金村 清孝（岩手医大・補綴） 

小川  徹（東北大院歯・補綴） 

坪井 明人（東北大院歯・加齢） 

清野 和夫（奥羽大歯・補綴） 

宗形 芳英（奥羽大歯・口腔生理） 

堀  一浩（新潟大院歯・摂食嚥下） 

齊藤 一誠（新潟大院歯・小児） 

丸山 智章（茨城工専・電気電子システム工学） 

秀島 雅之（東医歯大院歯・補綴） 

中島 一郎（日大歯・小児） 

小見山 道（日本松戸・顎口腔機能治療） 

荒川 一郎（日歯大歯・補綴） 

中村 俊弘（日歯大歯・矯正） 

菅沼 岳史（昭和大歯・補綴） 

船登 雅彦（昭和大歯・補綴） 

山田 一尋（松歯大・矯正） 

長谷川 信乃（朝日大歯・小児） 

森  隆司（愛院大歯・補綴） 

宇佐見 博志（愛院大歯・補綴） 

中村 康雄（同志社大・スポーツ健康科学） 

吉田  篤（阪大院歯・高次脳口腔機能学） 

加藤 隆史（阪大院歯・高次脳口腔機能学） 

瑞森 崇弘（阪大院歯・補綴） 

石垣 尚一（阪大院歯・補綴） 

舘村  卓（阪大院歯・顎口腔機能治療） 

馬場 俊輔（大歯大・インプラント科） 

吉川 峰加（広大院歯・補綴） 

岡  久雄（岡大医・保健学科） 

市川 哲雄（徳大院歯・補綴） 

郡 由紀子（徳大院歯・小児） 

田中 栄二（徳大院歯・矯正） 

築山 能大（九大院歯・補綴） 

岡安 一郎（長大院歯・麻酔） 

 

相談役（学会賞選考委員併任） 

石岡  靖（新潟大・名誉教授） 

小林 義典（日歯大歯・補綴） 

長谷川 成男（東医歯大院歯・名誉教授） 

渡辺  誠（東北大院歯・名誉教授） 

河野 正司（新潟大院歯・補綴） 

坂東 永一（徳島大・名誉教授） 

山田 好秋（新潟大・副学長） 

古屋 良一（昭和大歯・補綴） 

林  豊彦（新潟大工・福祉人間） 
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名誉会員 

石岡  靖    菅野 義信    丸山 剛郎 

長澤  亨    長谷川成男    川口 豊造 

中田  稔    河野 正司    野首 孝祠 

藤井 弘之    西野 瑞穂    虫本 栄子 

坂東 永一    井上  宏    相馬 邦道 

冲本 公繪    平井 敏博    中野 雅徳 

新谷 明幸    石橋 寛二    古屋 良一 

 

 

 

各委員会委員長，委員，幹事メールアドレス 

 

会 長   佐々木啓一 keii＠dent.tohoku.ac.jp  

幹 事   依田 信裕 n-yoda＠dent.tohoku.ac.jp 

      小川  徹 ogat-thk＠umin.ac.jp 

 

副会長   山崎 要一 yamasaki＠dent.kagoshima-u.ac.jp 

幹 事   稲田 絵美 inada@dent.kagoshima-u.ac.jp 

 

学 術 

 委員長  服部 佳功 hattori＠m.tohoku.ac.jp 

 委 員  稲田 絵美 inada@dent.kagoshima-u.ac.jp 

岡田 大蔵 d.okada.fpro@tmd.ac.jp 

岡安 一郎 okayasu@nagasaki-u.ac.jp 

小川  徹 ogat-thk@umin.ac.jp 

堀  一浩 hori@dent.niigata-u.ac.jp 

槇原 絵理 maki-eri@kyu-dent.ac.jp 

望月 文子 mochiaya@dent.showa-u.ac.jp 

幹 事  田中 恭恵 yasue-tnk＠mandible.dent.tohoku.ac.jp 

 

会 計 

 委員長  増田 裕次 masuday＠po.mdu.ac.jp 

 幹 事  楓 公士朗 

 

庶 務 

 委員長  三浦 宏之 h.miura.fpro＠tmd.ac.jp 

 幹 事  岡田 大蔵 d.okada @tmd.ac.jp 

 

編 集 

 委員長  藤澤 政紀 m-fujisawa＠dent.meikai.ac.jp 

 委 員  加藤  均 h-kato@shoken-kenpo.or.jp 

長谷川信乃 hasegawa@dent.asahi-u.ac.jp 

加藤 隆史 takafumi@dent.osaka-u.ac.jp 

丸山 智章 maruyama@ee.ibaraki-ct.ac.jp 
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宮脇 正一 miyawaki@denta.hal.kagoshima-u.ac.jp 

岡田 和樹 kokada@den.hokudai.ac.jp 

重本 修伺 shigemo@dent.tokushima -u.ac.jp 

金村 清孝 kanemura@iwate-med.ac.jp 

 幹 事  渡邉  明 akiwata@dent.meikai.ac.jp 

 

電子情報 

 委員長  井上  誠 inoue＠dent.niigata-u.ac.jp 

 幹 事  堀  一浩 hori＠dent.niigata-u.ac.jp 

 

会則担当 

委員長  大川 周治 ohkawas＠dent.meikai.ac.jp 

 幹 事  松川 高明 t-matsukawa@dent.meikai.ac.jp 

 

 

社会保険 

 歯保連担当 

  委員長 吉田 教明 nori＠nagasaki-u.ac.jp 

  幹 事 内海  大 utsumi@nagasaki-u.ac.jp 

 

 歯科医学会担当 

  委員長 小野 高裕 ono＠dent.osaka-u.ac.jp 

  幹 事 

 

ガイドライン 

 委員長  津賀 一弘 tsuga＠hiroshima-u.ac.jp 

 幹 事  吉川 峰加 mineka@hiroshima-u.ac.jp 

 

サマースクール企画 

 委員長  山口 泰彦 taihiko＠den.hokudai.ac.jp 

 幹 事  岡田 和樹 kokada@den.hokudai.ac.jp 

 

平成 25 年度 サマースクール 於：北海道大学キャンパス 

 校長  ：佐々木啓一 （東北大学） 

 実行委員長     ：山口 泰彦 （北海道大学） 

 


