
日本睡眠歯科学会　認定医

都道府県 勤務先名称 認定番号 氏名

北海道 北海道大学大学院歯学研究院 0035 渡邊　裕

青森県 医療法人弘淳会 あべ歯科医院 0062 阿部　弘

宮城県 旭ヶ丘ジュン歯科 0036 柏崎　潤

茨城県 東京医科大学茨城医療ｾﾝﾀｰ 0018 松尾　朗

栃木県 獨協医科大学 0082 大谷　紗織

埼玉県 飯田歯科医院 0023 飯田　知里

埼玉県 所沢呼吸器科ｸﾘﾆｯｸ 0076 林　俊成

千葉県 0026 横矢　重俊

千葉県 国際医療福祉大学医学部 0042 佐藤　一道

千葉県 日本大学松戸歯学部付属病院 0058 鈴木　浩司

千葉県 東京歯科大学市川総合病院 0091 平賀　智豊

千葉県 東京歯科大学 0092 吉田　佳史

千葉県 東京歯科大学市川総合病院 0093 伊藤　泰隆

東京都 医療法人社団梓会 古畑歯科医院 0001 古畑　升

東京都 0004 中村　周平

東京都 JR東京総合病院 0007 田賀　仁

東京都 佐藤歯科医院 0013 佐藤　光生

東京都 医療法人社団康治会 片平歯科ｸﾘﾆｯｸ 0020 片平　治人

東京都 二宮歯科医院 0024 二宮　健司

東京都 公益財団法人神経研究所 0029 對木　悟

東京都 帝京大学医学部 0030 有坂　岳大

東京都 0031 永島　圭悟

東京都 日本大学歯学部口腔外科学第１講座 0033 外木　守雄

東京都 塚本歯科医院 0034 塚本　裕介

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 歯科口腔外科 0037 高倉　育子

東京都 一般財団法人松翁会歯科診療所 0039 植野　芳和

東京都 JR東京総合病院 0051 青木　秀啓

東京都 東京医科歯科大学歯学部附属病院 0052 秀島　雅之

東京都 東京医科大学 0057 高橋　英俊

東京都 日本大学歯学部付属歯科病院 0059 佐藤　貴子

東京都 JR東京総合病院 0063 江野　幸子

東京都 三間歯科医院 0071 三間　裕子



日本睡眠歯科学会　認定医

都道府県 勤務先名称 認定番号 氏名

東京都 つばき歯科ｸﾘﾆｯｸ 0072 小倉　佳代子

東京都 ぶばいオハナ歯科 0074 藤巻　弘太郎

東京都 吉祥寺セントラルクリニック 0083 松本　直人

東京都 東京医科歯科大学 0084 石山　裕之

東京都 昭和大学　江東豊洲病院 0085 幸塚　裕也

東京都 医療法人藍成会 野城歯科 西池袋ｸﾘﾆｯｸ 0087 野城　康成

東京都 日本大学歯学部 0088 青木　淳也

東京都 日本大学歯学部付属歯科病院 0094 山縣　加夏子

東京都 日本大学歯学部 0095 篠塚　啓二

東京都 清水歯科ｸﾘﾆｯｸ 0096 清水　清恵

神奈川県 太田総合病院記念研究所附属診療所 太田睡眠科学ｾﾝﾀｰ 0040 千葉　幸子

神奈川県 犬飼歯科医院 0046 犬飼　和春

神奈川県 犬飼歯科医院 0050 犬飼　周佑

神奈川県 医療法人社団健歯会 中村歯科ｸﾘﾆｯｸ 0068 中村　輝夫

神奈川県 神奈川歯科大学附属横浜ｸﾘﾆｯｸ 0075 小野崎　純

新潟県 日本歯科大学新潟病院 0002 猪子　芳美

新潟県 新潟大学大学院医歯学総合研究科 0045 小林　正治

新潟県 新潟大学医歯学総合病院 0078 長谷部　大地

新潟県 ｷﾀﾑﾗ歯科 0097 北村　雄樹

石川県 香林歯科･矯正歯科 0048 香林　正治

長野県 なお歯科･小児歯科医院 0021 加藤　直美

岐阜県 太田歯科医院 0015 太田　直哉

岐阜県 加藤歯科医院 0022 加藤　雄一

岐阜県 医療法人 道文会 入江ｸﾘﾆｯｸ 0056 入江　道文

愛知県 愛知医科大学 0011 山田　史郎

愛知県 古橋歯科医院 0027 古橋　匡文

愛知県 あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰ 0032 山本　知由

愛知県 福山ファミリー歯科 0041 宮尾　悦子

愛知県 愛知医科大学 0055 古橋　明文

愛知県 愛知医科大学病院 0060 伊藤　邦弘

愛知県 みついけ歯科医院 0065 柘植　祥弘

愛知県 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾞﾝﾀﾙ夫馬 0070 夫馬　吉啓
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愛知県 愛知医科大学大学院 0080 西尾　佳朋

三重県 伊勢ﾌｧﾐﾘｰ歯科･矯正歯科 0090 大元　秀一

滋賀県 国立大学法人滋賀医科大学医学部 0003 角谷　寛

京都府 JCHO京都鞍馬口医療センター 0067 長谷川　彰則

大阪府 大阪歯科大学 0006 奥野　健太郎

大阪府 近畿大学医学部附属病院 0008 濱田　傑

大阪府 小松病院 0010 田村　仁孝

大阪府 たろう歯科クリニック 0028 後藤　基宏

大阪府 大阪医科大学病院 0044 古森　亜理

大阪府 なかじま歯科クリニック 0077 中島　隆敏

大阪府 大阪歯科大学附属病院 0081 姫嶋　皓大

大阪府 関西医科大学総合医療センター 0086 坂本　由紀

兵庫県 山之内矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 0009 山之内　哲治

奈良県 奈良県立医科大学 0047 川上　哲司

奈良県 社会医療法人高清会 高井病院 0089 玉置　盛浩

和歌山県 紀南病院 0069 大亦　哲司

和歌山県 紀南病院 0073 木本　栄司

広島県 広島大学病院 0054 柳本　惣市

山口県 ささお歯科ｸﾘﾆｯｸ 口腔機能ｾﾝﾀｰ 0025 佐々生　康宏

愛媛県 高橋歯科医院 0061 髙橋　昭人

福岡県 睡眠科学研究所江崎歯科内科医院 0012 江崎　和久

福岡県 久留米大学医学部 0016 姉川　絵美子

福岡県 九州歯科大学  顎口腔欠損再構築学分野 0053 鱒見　進一

福岡県 九州歯科大学 0064 槙原　絵理

福岡県 久留米大学医学部 0066 田上　隆一郎

福岡県 安永矯正歯科医院福岡 0079 佐藤　英彦

沖縄県 あらさき歯科ｸﾘﾆｯｸ 0038 新崎　博文



日本睡眠歯科学会　認定医を兼ねる指導医

都道府県 勤務先名称 認定番号 氏名

北海道 北海道大学大学院歯学研究院 0035 渡邊　裕

青森県 医療法人弘淳会 あべ歯科医院 0062 阿部　弘

宮城県 旭ヶ丘ジュン歯科 0036 柏崎　潤

茨城県 東京医科大学茨城医療ｾﾝﾀｰ 0018 松尾　朗

埼玉県 飯田歯科医院 0023 飯田　知里

埼玉県 所沢呼吸器科ｸﾘﾆｯｸ 0076 林　俊成

千葉県 0026 横矢　重俊

千葉県 国際医療福祉大学医学部 0042 佐藤　一道

千葉県 日本大学松戸歯学部付属病院 0058 鈴木　浩司

東京都 医療法人社団梓会 古畑歯科医院 0001 古畑　升

東京都 0004 中村　周平

東京都 JR東京総合病院 0007 田賀　仁

東京都 佐藤歯科医院 0013 佐藤　光生

東京都 医療法人社団康治会 片平歯科ｸﾘﾆｯｸ 0020 片平　治人

東京都 二宮歯科医院 0024 二宮　健司

東京都 公益財団法人神経研究所 0029 對木　悟

東京都 帝京大学医学部 0030 有坂　岳大

東京都 0031 永島　圭悟

東京都 日本大学歯学部口腔外科学第１講座 0033 外木　守雄

東京都 塚本歯科医院 0034 塚本　裕介

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 歯科口腔外科 0037 高倉　育子

東京都 一般財団法人松翁会歯科診療所 0039 植野　芳和

東京都 JR東京総合病院 0051 青木　秀啓

東京都 東京医科歯科大学歯学部附属病院 0052 秀島　雅之

東京都 東京医科大学 0057 高橋　英俊

東京都 JR東京総合病院 0063 江野　幸子

東京都 三間歯科医院 0071 三間　裕子

東京都 東京医科歯科大学 0084 石山　裕之



日本睡眠歯科学会　認定医を兼ねる指導医

都道府県 勤務先名称 認定番号 氏名

東京都 昭和大学　江東豊洲病院 0085 幸塚　裕也

東京都 医療法人藍成会 野城歯科 西池袋ｸﾘﾆｯｸ 0087 野城　康成

東京都 清水歯科ｸﾘﾆｯｸ 0096 清水　清恵

神奈川県 太田総合病院記念研究所附属診療所 太田睡眠科学ｾﾝﾀｰ 0040 千葉　幸子

神奈川県 犬飼歯科医院 0050 犬飼　周佑

新潟県 日本歯科大学新潟病院 0002 猪子　芳美

新潟県 新潟大学大学院医歯学総合研究科 0045 小林　正治

新潟県 ｷﾀﾑﾗ歯科 0097 北村　雄樹

石川県 香林歯科･矯正歯科 0048 香林　正治

長野県 なお歯科･小児歯科医院 0021 加藤　直美

岐阜県 太田歯科医院 0015 太田　直哉

岐阜県 加藤歯科医院 0022 加藤　雄一

岐阜県 医療法人 道文会 入江ｸﾘﾆｯｸ 0056 入江　道文

愛知県 愛知医科大学 0011 山田　史郎

愛知県 古橋歯科医院 0027 古橋　匡文

愛知県 あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰ 0032 山本　知由

愛知県 福山ファミリー歯科 0041 宮尾　悦子

愛知県 愛知医科大学 0055 古橋　明文

愛知県 愛知医科大学病院 0060 伊藤　邦弘

滋賀県 国立大学法人滋賀医科大学医学部 0003 角谷　寛

大阪府 大阪歯科大学 0006 奥野　健太郎

大阪府 近畿大学医学部附属病院 0008 濱田　傑

大阪府 小松病院 0010 田村　仁孝

大阪府 たろう歯科クリニック 0028 後藤　基宏

大阪府 なかじま歯科クリニック 0077 中島　隆敏

兵庫県 山之内矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 0009 山之内　哲治

奈良県 奈良県立医科大学 0047 川上　哲司

和歌山県 紀南病院 0069 大亦　哲司
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広島県 広島大学病院 0054 柳本　惣市

山口県 ささお歯科ｸﾘﾆｯｸ 口腔機能ｾﾝﾀｰ 0025 佐々生　康宏

福岡県 睡眠科学研究所江崎歯科内科医院 0012 江崎　和久

福岡県 久留米大学医学部 0016 姉川　絵美子

福岡県 九州歯科大学  顎口腔欠損再構築学分野 0053 鱒見　進一

福岡県 九州歯科大学 0064 槙原　絵理

福岡県 久留米大学医学部 0066 田上　隆一郎

沖縄県 あらさき歯科ｸﾘﾆｯｸ 0038 新崎　博文
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