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北海道 安彦　善裕 ｱﾋﾞｺ ﾖｼﾋﾛ ● 

北海道 大内　知之 ｵｵｳﾁ ﾄﾓﾕｷ ● 

北海道 賀来　亨 ｶｸ ﾄｵﾙ ● 

北海道 北村　哲也 ｷﾀﾑﾗ ﾃﾂﾔ

岩手県 入江　太朗 ｲﾘｴ ﾀﾛｳ ● 

岩手県 佐藤　泰生 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ ● 

岩手県 武田　泰典 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ ● 

岩手県 千場　良司 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳｼﾞ ● 

岩手県 八重樫　弘 ﾔｴｶﾞｼ ﾋﾛｼ ● 

宮城県 安藤　紀昭 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｱｷ

宮城県 熊本　裕行 ｸﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ● 

宮城県 佐々木　優 ｻｻｷ ﾏｻﾙ ● 

福島県 伊東　博司 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ ● 

福島県 君　賢司 ｷﾐ ｹﾝｼﾞ ● 

栃木県 天野　雄介 ｱﾏﾉ ﾕｳｽｹ

栃木県 金子　有子 ｶﾈｺ ﾕｳｺ

栃木県 河合　繁夫 ｶﾜｲ ｼｹﾞｵ ● 

栃木県 廣田　由佳 ﾋﾛﾀ ﾕｶ

群馬県 岩科　雅範 ｲﾜｼﾅ ﾏｻﾉﾘ ● 

群馬県 早田　麻衣 ｿｳﾀﾞ ﾏｲ

埼玉県 石川　文隆 ｲｼｶﾜ ｱﾔﾀｶ ● 

埼玉県 川野　竜太郎 ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ ● 

埼玉県 菊池　建太郎 ｷｸﾁ ｹﾝﾀﾛｳ ● 

埼玉県 立川　哲彦 ﾀﾁｶﾜ ﾃﾂﾋｺ ● 

埼玉県 山崎　真美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾐ

千葉県 宇都宮　忠彦 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀﾀﾞﾋｺ ● 

千葉県 及川　麻理子 ｵｲｶﾜ ﾏﾘｺ

千葉県 岡田　裕之 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ● 

千葉県 久山　佳代 ｸﾔﾏ ｶﾖ ● 

千葉県 齋藤　隆明 ｻｲﾄｳ ﾀｶｱｷ ● 

千葉県 紫垣　華子 ｼｶﾞｷ ﾊﾅｺ ● 

千葉県 末光　正昌 ｽｴﾐﾂ ﾏｻｱｷ

千葉県 田中　秀邦 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｸﾆ ● 

千葉県 田中　陽一 ﾀﾅｶ ﾖｳｲﾁ ● 

千葉県 橋本　和彦 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ ● 

千葉県 山田　勉 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾄﾑ ● 

千葉県 山本　浩嗣 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ ● 

東京都 相田　順子 ｱｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ ● 

東京都 浅野　正岳 ｱｻﾉ ﾏｻﾀｹ ● 

東京都 池田　通 ｲｹﾀﾞ ﾄｵﾙ ● 

東京都 石毛　俊幸 ｲｼｹﾞ ﾄｼﾕｷ ● 

東京都 石田　尚子 ｲｼﾀﾞ ｼｮｳｺ

東京都 伊豆　麻未 ｲｽﾞ ｱｻﾐ
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東京都 出雲　俊之 ｲﾂﾞﾓ ﾄｼﾕｷ ● 

東京都 井上　孝 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ ● 

東京都 宇野　美恵子 ｳﾉ ﾐｴｺ ● 

東京都 大窪　泰弘 ｵｵｸﾎﾞ ﾔｽﾋﾛ

東京都 大畑　八重 ｵｵﾊﾀ ﾔｴ

東京都 沖村　明 ｵｷﾑﾗ ｱｷﾗ ● 

東京都 栢森　高 ｶﾔﾓﾘ ｺｳ ● 

東京都 鯨岡　聡子 ｸｼﾞﾗｵｶ ｻﾄｺ

東京都 河野　葉子 ｺｳﾉ ﾖｳｺ ● 

東京都 國分　克寿 ｺｸﾌﾞﾝ ｶﾂﾄｼ

東京都 坂本　啓 ｻｶﾓﾄ ｹｲ ● 

東京都 佐藤　由紀子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ ● 

東京都 田中　準一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ

東京都 谷川　真希 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏｷ ● 

東京都 土谷　麻衣子 ﾂﾁﾔ ﾏｲｺ

東京都 飛梅　実 ﾄﾋﾞｳﾒ ﾐﾉﾙ ● 

東京都 中島　啓 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲ

東京都 橋本　貞充 ﾊｼﾓﾄ ｻﾀﾞﾐﾂ ● 

東京都 福井　怜 ﾌｸｲ ﾚｲ

東京都 辺見　卓男 ﾍﾝﾐ ﾀｸｵ

東京都 松坂　賢一 ﾏﾂｻﾞｶ ｹﾝｲﾁ ● 

東京都 美島　健二 ﾐｼﾏ ｹﾝｼﾞ ● 

東京都 村松　敬 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶｼ ● 

東京都 森　泰昌 ﾓﾘ ﾀｲｽｹ ● 

東京都 柳下　寿郎 ﾔｷﾞｼﾀ ﾋｻｵ ● 

東京都 安原　理佳 ﾔｽﾊﾗ ﾘｶ ● 

東京都 山口　朗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ ● 

東京都 山科　光正 ﾔﾏｼﾅ ﾐﾂﾏｻ ● 

東京都 行森　茜 ﾕｷﾓﾘ ｱｶﾈ

東京都 和田　あかね ﾜﾀﾞ ｱｶﾈ

神奈川県 伊藤　由美 ｲﾄｳ ﾕﾐ ● 

神奈川県 尾曲　大輔 ｵﾏｶﾞﾘ ﾀﾞｲｽｹ

神奈川県 窪田　展久 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋｻ ● 

神奈川県 近藤　裕介 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ

神奈川県 櫻井　浩平 ｻｸﾗｲ ｺｳﾍｲ

神奈川県 槻木　恵一 ﾂｷﾉｷ ｹｲｲﾁ ● 

神奈川県 長谷川　直樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ ● 

神奈川県 松本　直行 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾕｷ ● 

神奈川県 矢毛石　眞由美 ﾔｹｲｼ ﾏﾕﾐ ● 

新潟県 阿部　達也 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ

新潟県 岡田　康男 ｵｶﾀﾞ ﾔｽｵ ● 

新潟県 柬理　賴亮 ｶﾝﾘ ﾖﾘｱｷ

新潟県 田沼　順一 ﾀﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ● 



口腔病理専門医一覧（2020.11.02） 3頁

所属県 氏名 氏名＿フリガナ 口腔病理専門医研修指導医

新潟県 丸山　智 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾄｼ ● 

新潟県 山﨑　学 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ ● 

富山県 野口　映 ﾉｸﾞﾁ ｱｷﾗ

福井県 土井田　誠 ﾄｲﾀﾞ ﾏｺﾄ ● 

長野県 江夏　一彰 ｴﾅﾂ ｶｽﾞｱｷ ● 

長野県 木村　晃大 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾛ ● 

長野県 長谷川　博雅 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾏｻ ● 

長野県 村上　聡 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ

岐阜県 石橋　浩晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛｱｷ ● 

岐阜県 江原　道子 ｴﾊﾗ ﾐﾁｺ ● 

岐阜県 落合　隆永 ｵﾁｱｲ ﾀｶﾅｶﾞ

岐阜県 永山　元彦 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾓﾄﾋｺ ● 

岐阜県 武内　勝章 ﾌﾞﾅｲ ｶﾂｱｷ

静岡県 草深　公秀 ｸｻﾌｶ ｷﾐﾋﾃﾞ ● 

静岡県 佐藤　冬樹 ｻﾄｳ ﾌﾕｷ

静岡県 清水　進一 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｲﾁ ● 

愛知県 河合　遼子 ｶﾜｲ ﾘｮｳｺ

愛知県 桐山　理美 ｷﾘﾔﾏ ｱﾔﾐ ● 

愛知県 久保　勝俊 ｸﾎﾞ ｶﾂﾄｼ ● 

愛知県 佐藤　文彦 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋｺ ● 

愛知県 杉田　好彦 ｽｷﾞﾀ ﾖｼﾋｺ ● 

愛知県 津田　香那 ﾂﾀﾞ ｶﾅ

愛知県 前田　初彦 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾂﾋｺ ● 

愛知県 宮部　悟 ﾐﾔﾍﾞ ｻﾄﾙ ● 

大阪府 池田　千浦子 ｲｹﾀﾞ ﾁﾎｺ

大阪府 伊東　優子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ ● 

大阪府 宇佐美　悠 ｳｻﾐ ﾕｳ ● 

大阪府 大家　香織 ｵｵﾔ ｶｵﾘ

大阪府 大山　秀樹 ｵｵﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ ● 

大阪府 小川　裕三 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｿﾞｳ ● 

大阪府 岸野　万伸 ｷｼﾉ ﾐﾂﾉﾌﾞ ● 

大阪府 佐藤　淳 ｻﾄｳ ｽﾅｵ ● 

大阪府 富永　和也 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ ● 

大阪府 豊澤　悟 ﾄﾖｻﾜ ｻﾄﾙ ● 

大阪府 野田　百合 ﾉﾀﾞ ﾕﾘ

大阪府 廣瀬　勝俊 ﾋﾛｾ ｶﾂﾄｼ

大阪府 堀井　活子 ﾎﾘｲ ｶﾂｺ ● 

大阪府 和唐　雅博 ﾜﾄｳ ﾏｻﾋﾛ ● 

兵庫県 重岡　学 ｼｹﾞｵｶ ﾏﾅﾌﾞ

兵庫県 原田　博史 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ ● 

兵庫県 山根木　康嗣 ﾔﾏﾈｷﾞ ｺｳｼﾞ ● 

兵庫県 結城　美智子 ﾕｳｷ ﾐﾁｺ ● 

奈良県 笹平　智則 ｻｻﾋﾗ ﾄﾓﾉﾘ ● 
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奈良県 柳生　貴裕 ﾔｷﾞｭｳ ﾀｶﾋﾛ ● 

島根県 岩橋　輝明 ｲﾜﾊｼ ﾃﾙｱｷ

岡山県 小野　早和子 ｵﾉ ｻﾜｺ

岡山県 河合　穂高 ｶﾜｲ ﾎﾀｶ

岡山県 佐藤　康晴 ｻﾄｳ ﾔｽﾊﾙ ● 

岡山県 長塚　仁 ﾅｶﾞﾂｶ ﾋﾄｼ ● 

岡山県 中野　敬介 ﾅｶﾉ ｹｲｽｹ ● 

岡山県 吉田　沙織 ﾖｼﾀﾞ ｻｵﾘ

広島県 安藤　俊範 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾉﾘ

広島県 伊藤　玲子 ｲﾄｳ ﾚｲｺ ● 

広島県 大林　真理子 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｺ

広島県 齋藤　彰久 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋｻ ● 

山口県 木村　相泰 ｷﾑﾗ ｿｳﾀｲ ● 

徳島県 石丸　直澄 ｲｼﾏﾙ ﾅｵｽﾞﾐ ● 

徳島県 牛尾　綾 ｳｼｵ ｱﾔ

徳島県 大塚　邦紘 ｵｵﾂｶ ｸﾆﾋﾛ

徳島県 工藤　保誠 ｸﾄﾞｳ ﾔｽｾｲ ● 

徳島県 常松　貴明 ﾂﾈﾏﾂ ﾀｶｱｷ ● 

福岡県 大野　純 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝ ● 

福岡県 岡村　和彦 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ ● 

福岡県 鬼丸　満穂 ｵﾆﾏﾙ ﾐﾂﾎ

福岡県 清島　保 ｷﾖｼﾏ ﾀﾓﾂ ● 

福岡県 朔　敬 ｻｸ ﾀｶｼ ● 

福岡県 轟　圭太 ﾄﾄﾞﾛｷ ｹｲﾀ

福岡県 松尾　拡 ﾏﾂｵ ｺｳ ● 

福岡県 矢田　直美 ﾔﾀﾞ ﾅｵﾐ ● 

福岡県 和田　裕子 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｺ

長崎県 片瀬　直樹 ｶﾀｾ ﾅｵｷ ● 

長崎県 藤田　修一 ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳｲﾁ ● 

鹿児島県 近藤　智之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾕｷ

鹿児島県 嶋　香織 ｼﾏ ｶｵﾘ

鹿児島県 仙波　伊知郎 ｾﾝﾊﾞ ｲﾁﾛｳ ● 


