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5 和光　　衛 わこう まもる 東京歯科大学歯科放射線学講座
9 小林　　馨 こばやし かおる 鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座

15 中村　　卓 なかむら たかし 長崎大学大学院　頭頚部放射線学分野
30 勝又  明敏 かつまた あきとし 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野
31 山本  一普 やまもと かずひろ 山本歯科クリニック
34 高橋  伸年 たかはし のぶとし 明海大学歯学部歯科放射線学講座
35 半澤  和雄 はんざわ かずを 星陵歯科クリニック
38 荒木  和之 あらき かずゆき 昭和大学歯学部歯科放射線学教室
39 清水  真弓 しみず まゆみ 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座口腔画像情報科学教室
41 田畑　　修 たばた おさむ 田畑歯科医院
42 中山  英二 なかやま えいじ 北海道医療大学歯学部生体機能病態学系・歯科放射線学分野
43 三輪  邦弘 みわ くにひろ 福岡歯科大学診断全身管理学講座画像診断学分野
44 湯浅  賢治 ゆあさ けんじ 福岡歯科大学診断・全身管理学講座画像診断学分野
45 吉浦  一紀 よしうら かずのり 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座口腔画像情報科学教室
46 米津  康一 よねつ こういち
47 末井  良和 すえい よしかず 広島大学病院歯科放射線科
48 田口　　明 たぐち あきら 松本歯科大学歯科放射線学講座
49 後藤  俊文 ごとう としふみ 後藤歯科医院
50 有地  淑子 ありぢ よしこ 愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座
53 倉林　　亨 くらばやし とおる 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔放射線医学分野
54 誉田  栄一 ほんだ えいいち 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部歯科放射線学分野
55 吉野  教夫 よしの のりお 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔放射線学分野
59 瀬々  良介 ぜぜ りょうすけ
60 林　　孝文 はやし たかふみ 新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面再建学講座顎顔面放射線学分野
61 内藤  宗孝 ないとう むねたか 愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座
62 板垣  恵輔 いたがき けいすけ 大阪歯科大学・歯科放射線学講座（附属病院・中央画像検査室）
63 川崎  靖典 かわさき やすのり 大阪歯科大学附属病院中央画像検査室
64 菊池  優子 きくち ゆうこ 大阪歯科大学臨床研修教育科
65 古跡  孝和 こせき たかかず 大阪歯科大学附属病院放射線科
66 清水谷 公成 しみずたに きみしげ 大阪歯科大学附属病院放射線科
67 林　　靖久 はやし やすひさ 大阪歯科大学附属病院放射線科
68 四井  資隆 よつい よりたか 大阪歯科大学附属病院放射線科
70 二宮  秀一 にのみや しゅういち 二宮歯科医院
72 古木  良彦 ふるき よしひこ 香川県立中央病院歯科口腔外科
73 村上  秀明 むらかみ しゅうめい 大阪大学大学院歯学研究科歯科放射線学教室
77 西　とも子 にし ともこ にし歯科医院
78 関　　健次 せき けんじ 昭和大学歯学部口腔病態診断科学講座歯科放射線医学部門
81 佐野  友昭 さの ともあき 北海道医療大学歯学部歯科放射線学分野
82 細川 洋一郎 ほそかわ よういちろう 弘前大学保健学研究科医療生命科学領域放射線生命科学分野
85 若狭　　亨 わかさ とおる わかさハーモニー歯科
90 西村  光輔 にしむら こうすけ 西村歯科医院
91 高橋　　章 たかはし あきら 徳島大学歯学部口腔外科学講座
92 金子  正範 かねこ まさのり 北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学講座歯科放射線学分野
93 箕輪  和行 みのわ かずゆき 北海道大学歯学部歯科放射線学教室
94 有地 榮一郎 ありぢ えいいちろう 愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座
95 橋田  達雄 はしだ たつお 堺市立健康増進福祉センターちぬが丘診療所
98 高瀬  裕志 たかせ ひろし 高瀬歯科医院
99 新井  嘉則 あらい よしのり 日本大学歯学部

100 荒木  正夫 あらき まさお 日本大学歯学部放射線学教室
102 大木　　亨 おおき とおる デンタルオフィスおおき
103 本田  和也 ほんだ かずや 日本大学歯学部歯科放射線学講座
105 廣松  辰巳 ひろまつ たつみ ひろまつ歯科医院
110 今中  正浩 いまなか まさひろ 鶴見大学歯学部歯学科 　口腔額顔面放射線・画像診断学講座
112 若江  五月 わかえ さつき 鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座
114 金田　　隆 かねだ たかし 日本大学松戸歯学部放射線学講座
115 内藤  康雄 ないとう やすお ないとう歯科医院
119 大森  桂一 おおもり けいいち 北海道大学歯学部附属病院放射線科
123 中山　　均 なかやま ひとし
124 河野  一典 かわの かずのり 鹿児島大学歯学部歯科放射線学講座
125 末永  重明 すえなが しげあき 鹿児島大学歯学部歯科放射線学講座
129 徳岡　　修 とくおか おさむ 徳岡デンタルクリニック
130 西山  秀昌 にしやま ひでよし 新潟大学大学院医歯学総合研究科・口腔生命科学専攻・顎顔面再建学講座・顎顔面放射線学
131 実光  章年 じっこう あきとし 実光歯科クリニック
133 前野  雅一 まえの まさかず 日本歯科大学歯学部放射線学教室
135 木村  一之 きむら かずゆき 関東信越厚生局　千葉事務所
136 加藤  和子 かとう かずこ
137 細木  秀彦 ほそき ひでひこ 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部口腔顎顔面放射線医学
138 江島 堅一郎 えじま けんいちろう 日本大学歯学部歯科放射線学講座
139 畔田　　貢 くろだ みつぐ 日鋼記念病院歯科口腔外科
141 長崎  信一 ながさき としかず 広島大学大学院医歯薬学総合研究科病態情報医科学講座(歯科放射線学)
142 青木  秀哲 あおき ひであき 和歌山県立医科大学医学部リハビリテーション医学講座
143 神部  芳則 じんぶ よしのり 自治医科大学歯科口腔外科
145 保刈  成志 ほかり せいし 保刈歯科醫院
147 小林  雅人 こばやし まさと こばやし歯科



148 山崎(内田)  朱美 うちだ あけみ うちだ歯科クリニック
149 佐々木 美穂 ささき みほ 長崎大学医学部歯学部附属病院　Ｘ線検査・診断室
151 蓮井  唯敏 はすい ただとし 日本大学歯学部歯科放射線学講座
154 小澤　　薫 おざわ かおる 医療法人社団康薫会　小澤歯科医院
157 杉本  康樹 すぎもと こうじゅ 杉本歯科医院
160 岡部  知剛 おかべ ともたけ おかべ歯科医院
162 阪本  真弥 さかもと まや 東北大学大学院歯学研究科　口腔病態外科学講座　口腔診断学分野
165 原田  和昭 はらだ かずあき ハラダ歯科医院
168 牛田  正行 うしだ まさゆき 牛田デンタルクリニック
171 古内　　壽 ふるうち とし 東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座口腔診断学分野
172 森田  康彦 もりた やすひこ
173 大塚　　均 おおつか ひとし 東葛デンタルオフィス
174 櫻井　　孝 さくらい たかし 神奈川歯科大学顎顔面診断科学講座放射線学分野
181 三浦  雅彦 みうら まさひこ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔放射線腫瘍学分野
183 山口  益司 やまぐち ますじ 山口歯科医院
187 笹井  正思 ささい ただし 大阪大学歯学部歯科放射線学講座
188 馬嶋  秀行 まじま ひでゆき 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科腫瘍学講座顎顔面放射線学分野
189 駒橋　　武 こまはし たけし 鹿沼病院附属歯科クリニック
190 澤村　　強 さわむら つよし さわむら歯科
193 佐藤しづ子 さとう しづこ 東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座口腔診断学分野
194 内山  百夏 うちやま ゆか 大阪大学歯学部歯科放射線学講座
196 泉　　雅浩 いずみ まさひろ 神奈川歯科大学大学院歯学研究科　顎顔面病態診断治療学講座
197 佐藤  隆文 さとう たかふみ 北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学講座歯科放射線学
199 中村  博行 なかむら ひろゆき 中村歯科医院
200 澤田 久仁彦 さわだ くにひこ 日本大学歯学部放射線学教室
203 佐野　　司 さの つかさ
204 花澤  智美 はなざわ ともみ 昭和大学歯学部 口腔病態診断科学講座歯科放射線医学部門
206 木村  幸紀 きむら ゆきのり 昭和大学歯科病院歯科放射線科
209 北川  博美 きたがわ ひろみ 医療法人社団喜多会　薬園台駅歯科クリニック　
212 大西  正明 おおにし まさあき こすげグリ－ン歯科
213 香川  豊宏 かがわ とよひろ 福岡歯科大学診断・全身管理学講座画像診断学分野
215 御影  文徳 みかげ ふみのり 御影歯科医院
220 松田  幸子 まつだ ゆきこ 昭和大学歯学部歯科放射線学教室
225 石井  憲一 いしい けんいち 明海大学歯学部歯科放射線学講座
227 原田  卓哉 はらだ たくや 奥羽大学歯学部放射線診断学講座
231 小日向　謙一 おびなた けんいち 北海道大学歯学部歯科放射線
232 中村  貢治 なかむら こうじ 中村歯科医院
234 五十嵐 千浪 いがらし ちなみ 鶴見大学歯学部歯科放射線学教室
237 後藤　多津子 ごとう たづこ 東京歯科大学歯科放射線学講座
238 前田  直樹 まえだ なおき 徳島大学歯学部歯科放射線学講座
241 筑井　　徹 ちくい とおる 九州大学歯学部歯科放射線学講座
242 柿本  直也 かきもと なおや 広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門(歯科放射線学)
243 河津  俊幸 かわづ としゆき 九州大学歯学研究院口腔画像情報科学分野
245 中谷  温紀 なかたに あつとし 大阪大学大学院歯学研究科　歯科放射線学教室
248 工藤  隆治 くどう たかはる 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野
249 菅原 千恵子 すがわら ちえこ 徳島県立中央病院　歯科口腔外科
252 山城  光明 やましろ みつあき やましろ歯科クリニック
255 森本  泰宏 もりもと やすひろ 九州歯科大学歯科放射線学分野
256 田中  達朗 たなか たつろう 九州歯科大学　歯科放射線学分野
257 浅海  淳一 あさうみ じゅんいち 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　歯科放射線学分野
258 久富  美紀 ひさとみ みき 岡山大学大学院医歯学総合研究科　顎口腔放射線学分野
260 本多  康聡 ほんだ やすとし 岡山大学・大学院医歯学総合研究科　顎口腔放射線分野
262 犬童  寛子 いんどう ひろこ 鹿児島大学歯学部歯科放射線学講座
263 此内  浩信 このうち ひろのぶ 岡山大学病院　歯科放射線・口腔診断科
264 後藤  真一 ごとう まさかず 医療法人　後藤メディカル　後藤歯科
265 音成 (山本) 実佳 おとなり みか 東京歯科大学歯科放射線学講座
266 渡邊　　裕 わたなべ ひろし 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔放射線医学分野
267 岩田　　洋 いわた ひろし 日本歯科大学附属病院歯科放射線診断室
268 鬼頭 慎司 きとう しんじ 明海大学歯学部歯科放射線学分野
270 内田  啓一 うちだ けいいち 松本歯科大学歯科放射線学講座
271 河合  泰輔 かわい たいすけ 日本歯科大学歯学部歯科放射線学講座
272 稲垣  将文 いながき まさふみ デンタルCTオフィス MatriX
273 柳　文修 やなぎ よしのぶ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 応用情報歯学分野
274 黒岩  博子 くろいわ ひろこ 松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座
275 杉浦  一考 すぎうら かずたか 北海道医療大学歯科放射線科
276 田谷 あつ子 たがや あつこ 昭和大学歯学部歯科放射線学教室
277 岡村  和俊 おかむら かずとし 九州大学　大学院歯学研究院　口腔画像情報科学分野
278 鉄村  明美 てつむら あけみ 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科放射線外来
279 中村　　伸 なかむら しん 東京医科歯科大学歯学部歯科放射線学講座
280 飯田  幸弘 いいだ ゆきひろ 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野
282 大林  尚人 おおばやし なおと 東京医科歯科大学歯学部歯科放射線学教室
283 中元　　崇 なかもと たかし 広島大学病院歯科放射線科
284 東海林  理 しょうじ さとる 岩手医科大学歯学部歯科放射線学講座
285 蒲生　祥子 がもう しょうこ 大阪歯科大学附属病院　歯科放射線学講座
286 森　進太郎 もり しんたろう
287 勝良  剛詞 かつら こうじ 新潟大学医歯学総合研究科顎顔面放射線学



288 深見　かおり ふかみ　 かおり フカミ歯科
289 栗林　亜実 くりばやし あみ 東京医科歯科大学口腔放射線医学分野
290 今泉　晶子 いまいずみ あきこ 東京歯科大学　歯科放射線学講座
291 玉木　順子 たまき じゅんこ 大阪大学大学院歯学研究科歯科放射線学教室
292 島本　博彰 しまもと ひろあき 大阪大学大学院歯学研究科歯科放射線学教室
293 田中　　礼 たなか れい
294 秋山　広徳 あきやま ひろのり 大阪歯科大学附属病院　歯科放射線学講座
295 角　　忠輝 すみ ただてる 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科総合歯科臨床教育学
296 木村  泰男 きむら やすお 長崎大学歯学部歯科放射線学講座
297 角　　美佐 すみ みさ 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科頭頸部放射線学分野
298 高木  幸則 たかぎ ゆきのり 長崎大学歯学部歯科放射線学講座
299 斎藤 美紀子 さいとう みきこ 新潟大学医歯学総合研究科顎顔面再建学講座顎顔面放射線学分野
300 川畑  義裕 かわばた よしひろ 鹿児島大学歯学部歯科放射線学講座
301 飯久保 正弘 いいくぼ まさひろ 東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座口腔診断学分野
302 小嶋　郁穂 こじま いくほ 東北大学大学院歯学研究科口腔診断学分野・放射線学分野
303 庄司  憲明 しょうじ のりあき 東北大学大学院歯学研究科　口腔診断学分野
304 松本　邦史 まつもと くにひと 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　顎顔面放射線科
305 川股  亮太 かわまた りょうた 神奈川歯科大学顎顔面診断科学講座放射線学分野
306 小椋  一朗 おぐら いちろう 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科放射線学講座
307 坂本 潤一郎 さかもと じゅんいちろう 東京医科歯科大学大学院口腔放射線医学分野
308 田辺　あや たなべ　あや 厚生労働省
310 阪柳　雅志 さかやなぎ まさし 日本大学松戸歯学部附属歯科病院放射線学講座
311 菅原 由美子 すがわら ゆみこ 東北大学歯学部口腔診断・放射線学講座
312 小田　昌史 おだ　まさふみ 九州歯科大学歯科放射線学分野
313 浅海 利恵子 あさうみ りえこ 日本歯科大学歯学部歯科放射線学講座
314 若杉　奈緒 わかすぎ　なお 九州歯科大学画像診断学分野
315 能村　嘉一 のむら　よしかず 東京医科歯科大学大学院口腔放射線医学分野
316 小西　勝 こにし　まさる 広島大学病院歯科放射線科
317 児玉　紗耶香 こだま　さやか 東京歯科大学歯学部歯科放射線学講座
318 神尾　崇 かみお　たかし 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座
319 新國　農 にっくに　ゆたか 新潟大学医歯学総合病院歯科放射線科
320 香西　雄介 こうざい ゆうすけ 神奈川歯科大学大学院　放射線応用科学講座
321 大高　祐聖 おおたか　ゆうせい 明海大学歯学部歯科放射線学講座
322 榮田　　智 えいだ さと 長崎大学歯学部歯科放射線学講座
323 市川  陽子 いちかわ ようこ 長崎大学歯学部歯科放射線学講座
324 井本　研一 いもと　けんいち 東京歯科大学千葉病院 歯科放射線学講座
325 原　麻里奈 はら　まりな 岡山大学病院　歯科放射線・口腔診断科
326 泉澤　　充 いずみさわ みつる 岩手医科大学歯学部歯科放射線学講座
327 木瀬　祥貴 きせ　よしたか 愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座
328 村松　輝晃 むらまつ　てるあき 日本大学松戸歯学部放射線学講座
329 亀田  綾子 かめた あやこ 日本歯科大学新潟歯学部歯科放射線学講座
330 小滝　真也 こたき　しんや 大阪歯科大学歯科放射線学講座
331 戒田　篤志 かいだ　あつし 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔放射線腫瘍学分野
332 佐々木 善彦 ささき よしひこ 日本歯科大学新潟歯学部歯科放射線学講座
333 織田　隆昭 おだ たかあき 日本歯科大学新潟歯学部歯科放射線科
334 原　慶宜 はら　よしのぶ 日本大学松戸歯学部放射線学講座
335 山田　真一郎 やまだ　しんいちろう 松本歯科大学歯科放射線学講座
336 小日向　清美 こひなた　きよみ 松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座
337 川島　雄介 かわしま　ゆうすけ 日本大学松戸歯学部放射線学講座
338 諏江 美樹子 すえ みきこ 日本歯科大学新潟病院放射線科
339 白石　朋子 しらいし ともこ 福岡歯科大学診断・全身管理学講座画像診断学分野
340 中山　美和 なかやま　みわ 愛知学院大学　歯科放射線学講座
341 井澤　真希 いざわ　まき 明海大学歯学部歯科放射線科
342 福井　達真 ふくい　たつまさ 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野
343 村岡　宏隆 むらおか　ひろたか 日本大学松戸歯学部放射線講座
344 杉野　紀幸 すぎの　のりゆき 松本歯科大学歯科放射線学講座
345 吉田　祥子 よしだ　しょうこ 福岡歯科大学　診断・全身管理学講座　画像診断学分野
346 黒田　沙 くろだ　みぎわ 昭和大学歯学部 口腔病態診断科学講座 歯科放射線医学部門

N-029 生田  裕之 いくた ひろゆき 神奈川歯科大学放射線学教室
N-132 高村  敬純 たかむら たかずみ 山中湖村診療所歯科
N-134 富田  真一 とみた しんいち とみた歯科医院
N-140 外山  正彦 とやま まさひこ
N-186 駒井  伸也 こまい しんや 八木山歯科
N-246 川口  真一 かわぐち しんいち 徳島大学歯学部歯科放射線学講座
N-247 下村　　学 しもむら まなぶ しもむら歯科医院
N-253 繁原　　宏 しげはら ひろし しげはら歯科クリニック




