
（敬称略・順不同）

委員 所属 委員 所属

藤田 一雄 北海道 安井 利一 明海大学


葉 紹誠 神奈川県 戸田 芳雄 学校安全教育研究所

石川 文一 東京都 福田 雅臣 日本歯科大学


山岸 光男 長野県 横嶋 剛 文部科学省

山本 哲也 神戸市 平塚 靖規 京都府

三森 康智 香川県 齋藤 芽生 東京藝術大学

渋谷 昌史 長崎県 横嶋 剛 文部科学省

山田 尚 札幌 山森 喜子 富山県

伊藤 雄介 埼玉県 小林 幸恵 全国養護教諭連絡協議会

渡邉 実 東京都 中田 郁平 東京都

岡山 一成 静岡県 岡本 卓志 大阪市

奥田 宗義 大阪府 戸田 芳雄 学校安全教育研究所

西岡 信治 愛媛県 田名部 和裕 日本高等学校野球連盟

石井 洋一 熊本県 安井 利一 明海大学

松野 才 秋田県 山﨑 敏彦 大阪府

髙橋 秀岳 神奈川県 稲田 雅仁 愛媛県

吉澤 雄孝 東京都 狩谷 源一郎 埼玉県

大滝 祐吉 長野県 山本 哲也 神戸市

中山 典生 和歌山県 渡邉 正樹　ＡＤ 東京学芸大学

橋本 成人 愛媛県 上野 俊明　ＡＤ 東京医科歯科大学


久恒 敦司 大分県 松本 勝　  ＡＤ 明海大学
教授

富田 康則 大阪府 朝倉 博美  ＡＤ 日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ


橋本 健一 東京都 髙間 薫　 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 浦和学院高等学校

安井 利一 明海大学 土屋 政広 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 川越工業高等学校


土田 雅久 和歌山県 朝田 芳信 鶴見大学

高橋 均 福井県 辻
野 智香 全国養護教諭連絡協議会

平田 政嗣 宮城県 有松 美紀子 新潟県

橋本 雅範 名古屋市 川口　護 大阪府

鈴木 あい子 東京都 木本 茂成　ＡＤ 神奈川歯科大学



西本 達哉 大阪市 弘中 祥司　ＡＤ 昭和大学

福田 雅臣　ＡＤ 日本歯科大学
 黒田 敬之　 ボードメンバー※

杉原 直樹　ＡＤ 東京歯科大学 前田 隆秀 日本大学

川戸 貴行 日本大学 福田 雅臣 日本歯科大学

苅部 充 神奈川県 井上 美津子 昭和大学歯科病院

荒井 孝仁 岐阜県 安村 敏彦 東京歯科大学

川上 力 大阪市 下山 圭太 東京歯科大学

印南 秀之 栃木県 小川 祐司 新潟大学

倉繁 雅弘 鳥取県 山室 直子 東京都

谷口 信一 京都府 ﾊﾞﾜｰﾙ・ｳｼﾞｬｰﾙ・
ｸﾏｰﾙ　ＡＤ 日本大学

福田 雅臣　ＡＤ 日本歯科大学
 清水 邦彦　ＡＤ 日本大学

相田 潤　　ＡＤ 東北大学大学院 山﨑 靖 東京都

東 邦裕　　ＡＤ 全国学校保健主事会 松田 雅子 千葉県

山田 善裕　ＡＤ 東京都教育委員会 山岸 光男 長野県

浅野 明美　ＡＤ 全国養護教諭連絡協議会 石川 伸一 福島県

大林 裕明 熊本県 鈴木 一 名古屋市

上田 直克 大阪府 鈴木 あい子 東京都

田西 亨 北海道 清水 浩一 東京都

苗代 明 埼玉県 苅部 充　ＡＤ 神奈川県

市原 三千子 高知県 武井 典子 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 日本歯科衛生士会

髙橋 裕幸 東京都 藤居 正博 滋賀県

加藤 雄一 岐阜県 野溝 正志 茨城県

草栁 英二　ＡＤ 東京都 草栁 英二　 東京都

安井 利一 明海大学 藤澤 宏子 神奈川県

酒井 克典 東京都 村山 利之 群馬県

葉 紹誠 神奈川県 藤原 元幸 秋田県

浅井 浩志 静岡県 安岡 良介 京都府

福井 峰雄 千葉県 伊地知 博史 鹿児島県

上田 裕次 広島県 田幡 純 大阪府

木田 一秀 香川県 末髙 英世 東京都

小野 卓史　ＡＤ 東京医科歯科大学
 山形 光孝 宮城県

岡崎 好秀　ＡＤ 国立モンゴル医学科学大学 箭本 治 東京都

三井 聡 公認会計士

花野 信子 弁護士

一般社団法人 日本学校歯科医会　令和元年・２年度　委員会委員名簿

会長表彰審査
委員会

　　　　※ＡＤ＝アドバイザー

※学校歯科保健アジア会議ボードメンバー

会務検討臨時委員会

学校安全教育調査
研究委員会

予算決算
特別委員会

口腔機能発達不全に
関する調査研究委員会

90周年事業
実行委員会

全日本学校歯科保健
優良校表彰審査委員会

図画・
ポスターコンクール

審査委員会

周年事業委員会
（記念誌）

規則改定
臨時委員会

国際渉外委員会

生涯研修制度運営
委員会

学術委員会

選挙管理委員会

議事運営
特別委員会

普及委員会

広報委員会
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