
委員会名 担当常任理事 委員長 副委員長 委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５ 委員６ 委員７ 委員８ 委員９ 委員１０ 委員１１ 委員１２ 委員１３ 委員１４ 委員１５ 委員１６ 委員１７

1 学術委員会 小見山 道 小見山道 村岡渡 飯田崇（幹事） 石山裕之 臼田頌 大井一浩 佐藤仁 島田明子 高岡亮太 高嶋真樹子 西山暁 廣瀬尚人 松本邦史 水橋史

2 編集査読委員会 濱田良樹 濱田良樹 佐藤毅 五十嵐千浪 大井一浩 小川匠 音成実佳 栗田浩 佐久間重光 田中栄二 谷本幸太郎 槙原絵理 松香芳三 吉田博昭 儀武啓幸

3 総務委員会 依田哲也 澁谷智明 高原楠旻 小見山道 坂本一郎 佐藤文明 佐藤毅 島田淳 田中栄二 築山能大 日高玲奈 松本邦史

4
歯科衛生士活動推進委員会

※新設
島田 淳 佐藤文明 和気創 井上庸子 兜森彩日 澁谷智明 島田明子 根橋杏未 原節宏 日高玲奈 藤田宏人

5 財務委員会 玉置勝司 玉置勝司 五十嵐千浪 安部貴大 石垣尚一 村岡渡

6 保険医療推進委員会 島田 淳 島田淳 山口賀大 安部貴大 石井広志 内田貴之 岡本俊宏 島田明子 塚原宏泰 仲井太心 宮村壽一 儀武啓幸

7 渉外委員会 島田 淳 馬場一美 西山暁 井川雅子 菅沼岳史 槙原絵理 水口一

8 社会連携・広報委員会 濱田良樹 羽毛田匡 今井英樹 石山裕之 内田貴之 大井一浩 鈴木善貴 永田和裕 日高玲奈 三上紗季 山口賀大

9 会則検討委員会 濱田良樹 石垣尚一 菅沼岳史 栗田浩 前川賢治 村岡渡 森悠衣 髙岡亮太 高嶋真樹子

10 学術大会運営委員会 依田哲也 山口泰彦 中山英二 梶井貴史 栗田浩 後藤田章人 小見山道 佐藤毅 島田淳 濱田良樹 松香芳三
依田哲也
（第36回大会

長））

11 学会賞選考委員会 五十嵐千浪 五十嵐千浪 大井一浩 有馬太郎 梶井貴史 佐藤文明 塩崎一成 冨永和宏 野澤道仁 槇原絵理 村岡渡 湯浅秀道

12 用語検討委員会 玉置勝司 小川匠 大倉一夫 平井真也（幹事） 荒井良明 内田貴之 豊田長隆 林勝彦 村岡渡

13 診療ガイドライン作成委員会 小見山 道 松香芳三 湯浅秀道 安部貴大 石山裕之 大井一浩 小野康寛 柏木美樹 高才東 鈴木善貴 西山暁 深澤敏弘 藤原夕子 星佳芳 松田慎平 松村英尚 山口賀大 渡邊友希
相原守夫

（外部委員）

菅井健一

（外部委員）

14 倫理委員会 玉置勝司 内田貴之 森本泰宏 五十嵐千浪 榎本明史 小林馨 築山能大 森悠衣 米津博文

15 COI委員会　※新設 玉置勝司 川上哲司 宮脇正一 石山裕之 榎本明史 小川匠 高山賢一 濱田良樹 松田慎平 森悠衣

16 専門医等制度委員会 栗田 浩 岡本俊宏 高原楠旻 飯田崇 菅沼岳史 田口望 日比英晴 福山英治

17 専門医等試験委員会 栗田 浩 田中栄二 山田一尋 堀内信也（幹事） 安陪晋 井上富雄 上木耕一郎 栗田浩 後藤多津子 坂本一郎 澁谷智明 玉置勝司 松本邦史 山口泰彦

18 専門医等認定委員会 栗田 浩 栗田浩 大井一浩 安部貴大 池田順行 上木耕一郎 音成実佳 佐久間重光 塩崎一成 髙野直久 溝口到 儀武啓幸

19 病態分類委員会 小見山 道 窪木拓男 島田淳 水口一（幹事） 大木郷資 大倉一夫 高岡亮太 高原楠旻 松本邦史 宮脇正一

20 研究企画委員会 五十嵐千浪 谷本幸太郎 栗林亜実 有馬太郎 泉雅浩 伊東宏和 内山百夏 音成実佳 柿本直也 勝又明敏 田中栄二 中山英二 松本邦史 溝口到 森本泰宏

21 疫学調査委員会 小見山 道 坂本一郎 西山暁 川上哲司 髙野直久 津賀一弘 羽毛田匡 日髙玲奈 松香芳三 水口一 湯浅秀道

22 教育検討委員会 五十嵐千浪 築山能大 臼田頌 川上哲司 後藤多津子 島田明子 高嶋真樹子 松香芳三 宮脇正一

23 オーラルフレイル委員会 五十嵐千浪 塚原宏泰 宮村壽一 佐藤裕二 島田淳 髙野直久 玉置勝司 山口賀大 和気裕之

暫定委員会

委員会名 担当常任理事 委員長

1

暫定日本口腔外科学会・日本

顎関節学会

キャダバーワークショップ実行委

員会

依田哲也 儀武啓幸

2

(公社)日本口腔外科学会・

(一社)日本顎関節学会合同

顎関節人工関節全置換術臨

床指針作成委員会

依田哲也 依田哲也

　一般社団法人日本顎関節学会 2022・2023年度委員会


