
次期代議員立候補者一覧

№ 氏名 フリガナ 勤務先名称

1 近藤康弘 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 医療法人康和会　近藤歯科クリニック

2 冨士谷盛興 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾓﾘｵｷ 愛知学院大学歯学部保存修復学講座

3 末瀬一彦 ｽｴｾ ｶｽﾞﾋｺ 末瀬歯科医院

4 田上順次 ﾀｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科う蝕制御学分野

5 中村光夫 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ 中村歯科医院　日本大学歯学部補綴Ⅲ講座

6 松村英雄 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座

7 笹崎弘己 ｻｻｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 桂歯科クリニック

8 矢谷博文 ﾔﾀﾆ ﾋﾛﾌﾐ 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野

9 清水博史 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 九州歯科大学　口腔機能学講座　生体材料学分野

10 桃井保子 ﾓﾓｲ ﾔｽｺ 鶴見大学歯学部保存修復学講座

11 佐藤亨 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 東京歯科大クラウンブリッジ補綴学講座

12 新海航一 ｼﾝｶｲ ｺｳｲﾁ 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第２講座

13 稲井紀通 ｲﾅｲ ﾉﾘﾐﾁ 農林水産省診療所歯科

14 遠山佳之 ﾄｵﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 遠山歯科医院　井荻歯科医院

15 山本一世 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖ 大阪歯科大学歯科保存学講座

16 今里聡 ｲﾏｻﾞﾄ ｻﾄｼ 大阪大学大学院歯学研究科　歯科理工学教室

17 宮崎真至 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ 日本大学歯学部保存学教室修復学講座

18 二階堂徹 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科う蝕制御学分野

19 日野浦光 ﾋﾉｳﾗ ｺｳ 日野浦歯科医院

20 舞田健夫 ﾏｲﾀﾞ ﾀｹｵ 北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系高度先進補綴学分野

21 柵木寿男 ﾏｾｷ ﾄｼｵ 日本歯科大学生命歯学部接着歯科学講座

22 秋本尚武 ｱｷﾓﾄ ﾅｵﾀｹ 秋本歯科診療所

23 田上直美 ﾀﾉｳｴ ﾅｵﾐ 長崎大学病院　特殊歯科総合治療部

24 久松徳子 ﾋｻﾏﾂ ﾉﾘｺ 長崎大学

25 山本雄嗣 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾂｸﾞ 鶴見大学歯学部保存修復学講座

26 吉田圭一 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ 長崎大学病院 歯科系診療部門 保存・補綴歯科 冠補綴治療室

27 奈良陽一郎 ﾅﾗ ﾖｳｲﾁﾛｳ 日本歯科大学　生命歯学部　接着歯科学講座

28 加藤正治 ｶﾄｳ ｼｮｳｼﾞ 高輪歯科

29 佐野英彦 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾋｺ 北海道大学大学院歯学研究院歯科保存学教室

30 二瓶智太郎 ﾆﾍｲ ﾄﾓﾀﾛｳ 神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座クリニカル・バイオマテリアル学分野

31 疋田一洋 ﾋｷﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野

32 大槻昌幸 ｵｵﾂｷ ﾏｻﾕｷ 東京医科歯科大学大学院う蝕制御学分野

33 小峰太 ｺﾐﾈ ﾌﾄｼ 日本大学歯学部歯科補綴学第III講座

34 山瀬勝 ﾔﾏｾ ﾏｻﾙ 日本歯科大学附属病院総合診療科

35 吉川一志 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞｼ 大阪歯科大学　歯科保存学講座

36 坪田有史 ﾂﾎﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 坪田デンタルクリニック

37 髙橋裕 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ 福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野

38 清村正弥 ｷﾖﾑﾗ ﾏｻﾔ 清村歯科医院

39 三穂乙暁 ﾐﾎ ｵﾄｱｷ 三穂デンタルクリニック

40 小泉寛恭 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾔｽ 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座

41 塩野英昭 ｼｵﾉ ﾋﾃﾞｱｷ しおの歯科医院

42 貴美島哲 ｷﾐｼﾏ ﾃﾂ 貴美島デンタルオフィス

43 新田俊彦 ﾆｯﾀ ﾄｼﾋｺ 日本歯科大学附属病院

44 髙見澤俊樹 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾄｼｷ 日本大学歯学部保存学教室修復学講座

45 黒川弘康 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 日本大学歯学部保存学教室修復学講座

46 杉崎順平 ｽｷﾞｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 虎の門病院歯科

47 吉本彰夫 ﾖｼﾓﾄ ｱｷｵ 医療法人社団　吉翔会　吉本歯科医院

48 亀山敦史 ｶﾒﾔﾏ ｱﾂｼ 東京歯科大学保存修復学講座

49 松尾敬志 ﾏﾂｵ ﾀｶｼ 徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科保存学分野

50 吉山昌宏 ﾖｼﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科保存修復学分野

51 西谷佳浩 ﾆｼﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科保存学分野

52 古地美佳 ﾌﾙﾁ ﾐｶ 日本大学歯学部総合歯科学分野

53 有本憲弘 ｱﾘﾓﾄ ﾉﾘﾋﾛ 有本歯科



№ 氏名 フリガナ 勤務先名称

54 松井治 ﾏﾂｲ ｵｻﾑ まつい歯科

55 今井文彰 ｲﾏｲ ﾌﾐｱｷ 今井歯科クリニック

56 井上孝 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 東京歯科大学臨床検査病理学講座

57 坪田圭司 ﾂﾎﾞﾀ ｹｲｼ 日本大学歯学部保存学教室修復学講座

58 梶原浩忠 ｶｼﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀﾀﾞ 梶原歯科

59 南弘之 ﾐﾅﾐ ﾋﾛﾕｷ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 咬合機能補綴学分野

60 嶺崎良人 ﾐﾈｻｷ ﾖｼﾄ 鹿児島大学病院・成人系歯科センター・冠ブリッジ科

61 風間龍之輔 ｶｻﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科部分床義歯補綴学分野

62 峯篤史 ﾐﾈ ｱﾂｼ 大阪大学大学院歯学研究科　クラウンブリッジ補綴学

63 豊田實 ﾄﾖﾀﾞ ﾐﾉﾙ 学校法人　みなとみらい学園

64 吉田靖弘 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 北海道大学大学院歯学研究院生体材料工学教室

65 長谷川晃嗣 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 長谷川歯科診療所

66 三浦宏之 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野

67 中嶌裕 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科生体材料学分野

68 島田康史 ｼﾏﾀﾞ ﾔｽｼ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科保存修復学分野

69 英將生 ﾊﾅﾌﾞｻ ﾏｻｵ 鶴見大学歯学部保存修復学講座

70 森上誠 ﾓﾘｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 虎の門病院歯科

71 河合利浩 ｶﾜｲ ﾄｼﾋﾛ 愛知学院大学歯学部保存修復学講座

72 野本俊太郎 ﾉﾓﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ 東京歯科大学　クラウンブリッジ補綴学講座

73 宇野滋 ｳﾉ ｼｹﾞﾙ 虎の門病院・歯科

74 友田篤臣 ﾄﾓﾀﾞ ｼｹﾞﾀｶ 愛知学院大学歯学部保存修復学講座

75 吉田惠一 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学講座摂食機能保存学分野　

76 窪木拓男 ｸﾎﾞｷ ﾀｸｵ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　インプラント再生補綴学分野

77 斎藤隆史 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野

78 英保裕和 ｱﾎﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 英保歯科

79 保坂啓一 ﾎｻｶ ｹｲｲﾁ 東京医科歯科大学大学院

80 伊藤修一 ｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 北海道医療大学歯学部 う蝕制御治療学分野

81 井野智 ｲﾉ ｻﾄｼ 神奈川歯科大学大学院高度先進口腔医学講座補綴領域

82 陸田明智 ﾘｸﾀ ｱｷﾄﾓ 日本大学歯学部保存学教室修復学講座

83 長倉弥生 ﾅｶﾞｸﾗ ﾔﾖｲ 六本木一丁目歯科クリニック

84 掘江卓 ﾎﾘｴ ﾀｸ 愛知学院大学歯学部保存修復学講座

85 興地隆史 ｵｷﾁﾞ ﾀｶｼ 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 歯髄生物学分野

86 片山直 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 明海大学歯学部病態診断治療学講座総合臨床歯科学分野

87 河野文昭 ｶﾜﾉ ﾌﾐｱｷ 徳島大学大学院医歯薬学研究部総合診療歯科学分野

88 小出馨 ｺｲﾃﾞ ｶｵﾙ 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第1講座

89 鈴木哲也 ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ 東京医科歯科大学大学院口腔機能再建工学分野

90 辻本暁正 ﾂｼﾞﾓﾄ ｱｷﾏｻ 日本大学歯学部保存学教室修復学講座

91 村田比呂司 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｼ 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 歯科補綴学分野

92 川本諒 ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｳ 川本歯科医院（神奈川）

93 真鍋厚史 ﾏﾅﾍﾞ ｱﾂﾌﾐ 昭和大学歯学部歯科保存学講座美容歯科学部門

94 舎奈田ゆきえ ｼｬﾅﾀﾞ ﾕｷｴ 日本大学歯学部保存学教室修復学講座

95 陶山雄司 ｽﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 虎の門病院 

96 大久保力廣 ｵｵｸﾎﾞ ﾁｶﾋﾛ 鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座

97 松本真理子 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾘｺ 北海道大学病院

98 小川信太郎 ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 日本歯科大学生命歯学部接着歯科学講座

99 眞坂こづえ ﾏｻｶ ｺﾂﾞｴ 医療法人社団歯生会　眞坂歯科医院

100 田中昌博 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座

101 前野雅彦 ﾏｴﾉ ﾏｻﾋｺ 日本歯科大学生命歯学部接着歯科学講座

102 早川徹 ﾊﾔｶﾜ ﾄｵﾙ 鶴見大学歯学部歯科理工学講座

103 下江宰司 ｼﾓｴ ｻｲｼﾞ 広島大学大学院医歯薬保健学研究科・統合健康科学部門・生体構造・機能修復学分野

104 林美加子 ﾊﾔｼ ﾐｶｺ 大阪大学大学院歯学研究科 口腔分子感染制御学講座（歯科保存学教室）

105 河合貴俊 ｶﾜｲ ﾀｶﾄｼ 日本歯科大学附属病院総合診療科

106 井上和穂 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾎ 愛知学院大学歯学部保存修復学講座　

107 向井義晴 ﾑｶｲ ﾖｼﾊﾙ 神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座保存修復学分野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会員歴順・敬称略）


