
公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会会員名簿 

鹿骨事務所管内 

大 津  裕 恩田 順郎 柏 原    毅 

加藤 大樹 川 本   強 熊川 昭彦 

常葉 信也 中川 吉章 西田  進二 

深 澤   一 三浦 裕明 吉原  直実 

東部事務所管内 

天﨑    光宏 五十嵐 建夫 石坂 弥生子 

石坂    嘉朗 伊東    隆光 及 川  敦 

大森    洋一 長内    一久 小澤    智輝 

小田 雄太郎 金 子  和司 北 方  一 郎 

小串  政彦 児玉   健 小林    功明 

小林  正憲 髙地  秀德 小峰  正光 

坂梨     徹 鹿 野  敏和 新屋    重信 

須賀    俊二 須賀    友哉 田所  完一 

田所  民平 田村  朗 戸石   清威 

中川  義文 西谷  則彦 濱松    毅昌 

藤村  二三男 堀口    良明 松尾    知 

山田     敏尚 大和谷 敏之 由宇  宏基 

小岩事務所管内 

厚澤   賢洋 新井    伸治 石川    一郎 

石川    忠俊 井上   基之 内田    俊哉 

宇田川 義朗 大津  順 大平     晃 

大和田    豪 岡本   和久 落合    俊輔 

小野寺 昭三 笠原  明人 笠原     倫明 

片上    公範 片 上  道範 金栗    勝仁 

菊池   康宏 河原  秀樹 黒木    瑞夫 

小菅 良章 小宮  徳春 子安    裕之 

小山 賀 広 斉藤    正 斉藤  美喜男 

齊籐  正四郎 鹿野 泰子 篠崎     宗光 

嶋村 忠輝 清水畑  倫子 白 鳥       淳 

杉崎 紀夫 鈴 木     シヅ 鈴木  奈美子 

鈴木  美枝子 関 根     直 高木    康正 

宝田  恭子 宝 田 太郎 田中  太一 

田中  たかし 田中    淳一 田 村    純治 

田中    暉也 玉城       肇 千葉     浩志 

土谷   正光 永井  朋輔 長嶋    和浩 

中島  雅晴 中田   正人 新出    愛子 

西川  正昭 似鳥  弘道 野田     義己 

萩原     彰 
原     たかね 
目々澤 雅子 

橋本  かほる 
紅谷     陸樹 
柳沼 真知子

橋本 みゆき 
宮本  素子
大和谷 敏之 



葛西事務所管内 

穴原 秀郎 秋重 成孝 秋山    龍平 

芦澤   仁 芦澤 達雄 荒井      裕 

有坂 利雄 井川  淳一 石塚    重一 

井上  豊和 今井 裕三 上田    雄平 

浮舟  洋子 大薮 知孝 小笠原 剛司 

岡村    徹 岡本  譲 香川   重広 

柿崎  茂樹 嘉藤 隆昭 加藤     昌美 

金沢 紘史 金丸 壽良 熊谷     英一 

甲田  昭彦 甲田 保彦 児玉     剛之 

小鶴  芽衣 小林 一公 小林     秀保 

小林  義典 駒沢 宣善 斎藤       祐 

阪上  泰彦 佐藤   太 佐野   修司 

下山 浩市 白水  直樹 末吉     正幸 

鈴木 耕三 鈴木  正一郎 高田     斉昭 

田中 啓一 田中 誠一 田中    礼人 

田部  小百合 田村   元 竹内  周平 

竹内  陽平 中野  文明 萩原     昭一 

秦       光潤 畠山  浩司 服部 操 

福江  善昭 福羅     勝久 

古川  隆彦 干場     貫二 

村越  奈緒美 室岡     孝二 

広瀬 圭三 

武士田  雄二

村上 千秋 

森島  孔 山本  清尊 吉野        暁 

吉野 龍也 

区民課管内 

朝比奈 泰輔 安藤   文郎 石川  祥一 

伊能    智昭 今井   昭彦 上木  隆雄 

内田    俊哉 梅村  匠 大塚  武仁 

奥 野      瑛 笠茂   幸嗣 金丸  充徳 

木下    英明 川野   浩一 川野  洋介 

菊地  武芳 熊川   博彦 栗林  昭彦 

小林  健一郎 柵山 泰昭 佐々木康弘 

清水    治彦 正田 久雄 滝田  和弘 

立田     修啓 田中 正俊 塚原  幸子 

中山  俊雄 中山 正子 根本  秀樹 

野田     隆二 初田  忠広 原田   裕之 

広瀬   芳之 堀内  和夫 堀内   伸一 

松原        清 三橋  秀人 宮澤   正幸 

矢作     眞大 矢作 理枝 矢吹   司郎 

山本     正一 吉野 浩正 山内  大典 



川口  安子 倉田  牧 古賀  賢策 

近藤  惇史 斎藤 祐一 斉藤   嘉久 

佐藤  良彦 鮫島 由郎 清水  時起男 

徐  東昇 鈴木 克政 田中      宏和 

田邊  和司 中島  信 橋本  征一郎 

橋本  竜 福田 喜則 松居   毅 
松村 浩禎 八木  茂行 矢口  皓 
吉田  好輝 

小松川事務所管内 

新井   正 市川    裕文 

伊能   尚 大森   保 

伊能         暁

小野寺美香子 




