
2021年度機構認定　歯科麻酔専門医
氏名 勤務先 電話番号 勤務先住所

神野　成治 原田歯科医院 042-654-1684 東京都八王子市川口町3420-3

水間　謙三 岩手医科大学附属病院　麻酔科
019-613-7111
（内線2465，
2466）

岩手県紫波郡矢巾町医大通2-1-1

一戸　達也 東京歯科大学水道橋病院 歯科麻酔科 03-5275-1851 東京都千代田区神田三崎町2-9-18

山田　守正 藤田保健衛生大学 0562-93-2236 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地の98

岡　秀一郎 昭和大学病院　歯科麻酔科 03-3784-8000 東京都品川区旗の台1-5-8

五島　衣子 昭和大学歯科病院麻酔科 03-3787-1151(代) 東京都大田区北千束2-1-1

杉山　あや子 都立墨東病院歯科口腔外科 03-3633-6151(代) 東京都墨田区江東橋4-23-15

飯島　毅彦 昭和大学歯学部歯科麻酔科 03-3787-1151 東京都大田区北千束2-1-1

大渡　凡人
公立大学法人　九州歯科大学学　口腔保健・健
康長寿推進センター

093-285-3038 福岡県福岡県北九州市小倉北区真鶴2-6-1

下田　元 東北大学病院 022-717-8350 宮城県仙台市青葉区星陵町4-1

久慈　昭慶
岩手医科大学附属病院歯科医療センター　障害
者歯科診療センター

019-613-6111
（内線4331）

岩手県盛岡市内丸19-1

佐藤　雅仁
岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座　歯
科麻酔学分野

019-613-6111
（内線4333）

岩手県盛岡市内丸19-1

加藤　裕彦 あかしユニバーサル歯科診療所 078-918-5664 兵庫県明石市鷹匠町1-33

大溝　裕史 会津中央病院 0242-25-1515(代) 福島県会津若松市鶴賀町1-1

瀬戸　美夏 福岡大学医学部歯科口腔外科 092-801-1011 福岡県福岡市城南区七隈7-45-1

瀧　邦高 大阪大学歯学部附属病院 06-6879-2972 大阪府吹田市山田丘1-8

清水　慶隆 広島大学 082-257-5733 広島県広島市南区霞1-2-3

渋谷　真希子 北海道大学学歯学研究科 011-706-4345 北海道札幌市北区北13条西7丁目

遠藤　千恵 仙台歯科医師会在宅訪問障害者休日夜間歯科診療所 022-261-7345 宮城県仙台市五橋2-12-2　仙台市福祉プラザ12F 

下坂　典立 日本大学松戸歯学部　付属病院 047-360-9439 千葉県松戸市栄町西2-870-1

卯田　昭夫 日本大学松戸歯学部 047-360-9440 千葉県松戸市栄町西2-870-1

田島　徹 田島歯科口腔外科クリニック 049-294-6480 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷194

佐藤　曾士 愛知学院大学歯学部麻酔学講座 052-759-2102 愛知県名古屋市千種区末盛通り2-11

小原　友美 めぐみ歯科 06-6995-6480 大阪府守口市紅屋町8-8

讃岐　拓郎 神奈川歯科大学附属病院　歯科麻酔科 046-822-8896 神奈川県横須賀市小川町1-23

弘兼　素子 ひろかね歯科クリニック 0827-22-0648 山口県岩国市元町3-10-16

赤尾　絢 医療法人 Dentiste-innov ナタリーデンタルクリニック 0829-20-3363 広島県廿日市市阿品3-1-1

宇野　史子 医療法人 宇野歯科医院 072-333-5584 大阪府松原市新堂3-4-10

吉田　啓太 大阪歯科大学　歯科麻酔学講座 06-6910-1031 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17

竹内　梨紗
明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学
分野

0492-285-5511 埼玉県坂戸市けやき台1-1

大野　由夏
明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学
分野

049-279-2733 埼玉県坂戸市けやき台1-1

岸本　直隆 新潟大学医歯学総合病院　歯科麻酔科 025-227-2969 新潟県新潟市中央区学校町通2-5274

塚本　真規 九州大学病院歯科麻酔科 092-642-6480 福岡県福岡市東区馬出3-1-1

山根　舞 市立四日市病院（麻酔科） 059-354-1111 三重県四日市市芝田2-2-37

田中　克典 スリープ歯科　仙台院 022-398-3246 宮城県仙台市太白区東中田2丁目4-54

曽我部　健 上大岡ファミリー歯科 045-349-5467 神奈川県横浜市港南区大久保2-25-16YNマンション1F

浜田　尚香 医療法人浜田会 洛北病院 075-701-0151 京都府京都市北区上賀茂神山6

工藤　千穂
大阪大学大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講
座　（歯科麻酔学教室）

06-6879-2972 大阪府吹田市山田丘1-8

江﨑　加奈子 九州大学病院　歯科麻酔科 092-741-1593 福岡県福岡市中央区黒門2-31佐藤ビル1階

豊永　達宣 大阪歯科大学歯科麻酔学講座 06-6910-1031 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17

小鹿　恭太郎 東京歯科大学　歯科麻酔学講座 03-3262-3421 東京都千代田区神田三崎町2-9-18

佐塚　祥一郎 東京歯科大学　歯科麻酔学講座 043-270-3970 千葉県千葉市美浜区真砂1-2-2

片岡　華恵 昭和大学歯科病院 03-3787-1151 東京都大田区北千束2-1-1

菊池　睦美
昭和大学歯学部全身管理歯科学講座歯科麻酔科
学部門

03-3787-1151 東京都大田区北千束2-1-1

菊池　友香 WHITE CROSS株式会社 03-5843-0884 東京都港区南青山3-3-6 クアルソ南青山3F

山下　薫 鹿児島大学病院　歯科麻酔科 099-275-6288 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

小川　美香 福岡歯科大学学　麻酔科 092-801-0411 福岡県福岡市早良区田村2-15-1

五井　貴大
日本歯科大学学附属病院　歯科麻酔・全身管理
科

03-3261-5511 東京都千代田区富士見2-3-16

船山　拓也 柏市医療センター特殊歯科診療所 04-7128-2233 千葉県柏市柏下65-1 ウェルネス柏1階

河端　和音 鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座 045-581-1001 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3

本間　将一 医療法人仁友会　日之出歯科真駒内診療所 011-584-5848 北海道札幌市南区真駒内南町4丁目6-9

安田　麻子
日本歯科大学学附属病院　歯科麻酔・全身管理
科

03-3261-5511 東京都千代田区富士見2-3-16

萩原　綾乃
東京歯科大学　千葉歯科医療センター　歯科麻
酔科

043-270-3902 千葉県千葉市美浜区真砂1-2-2

宮内　美和
一般社団法人　広島県歯科医師会　広島口腔保
健センター

082-262-2555 広島県広島市東区二葉の里3-2-4

小島　佑貴 総合病院国保旭中央病院 0479-63-8111 千葉県旭市イ1326



長行事　由貴 共愛会　戸畑共立病院 093-871-5421 福岡県北九州市戸畑区沢見2-5-1

小林　紗矢香 獨協医科大学埼玉医療センター 048-965-1111 埼玉県越谷市南越谷2-1-50

小田　綾 広島大学病院　歯科麻酔科 082-257-5733 広島県広島市南区霞1-2-3

河合　峰雄 神戸市立医療センター西市民病院歯科口腔外科 078-576-5251 兵庫県神戸市長田区一番町2-4

櫻井　学 朝日大学医科歯科医療センター 052-329-1479 岐阜県瑞穂市穂積1581-1

杉村　光隆 鹿児島大学病院　歯科麻酔科 099-275-6288 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

杉岡　伸悟 シティタワー神戸三宮歯科 078-855-3790 兵庫県神戸市中央区旭通4-1-2-103

木村　幸文 北海道大学学病院　歯科診療センター 011-706-4345 北海道札幌市北区北13条西6丁目

入舩　正浩 広島大学病院 082-257-5733 広島県広島市南区霞1-2-3

椎葉　俊司 九州歯科大学学
093-582-
1131(内1916)

福岡県北九州市小倉北区真鶴2-6-1

志岐　晶子 医療法人　おく小児矯正歯科 099-214-6471 鹿児島県鹿児島市田上5-4-27

岡本　吉彦 岡本歯科医院 0745-76-0001 奈良県香芝市下田西2-10-10

森本　佳成 神奈川歯科大学　全身管理歯科学講座 046-845-3168 神奈川県横須賀市稲岡町82

岸田　剛 岸田歯科口腔外科クリニック 047-322-3298 千葉県市川市真間2-10-8

金田　一弘 かねだ歯科 06-6571-0652 大阪府大阪市港区築港3-6-7

片山　莊太郎 片山歯科医院 0824-63-8476 広島県三次市十日市東1-7-1

松井　宏 新潟労災病院歯科口腔外科 025-543-3123 新潟県上越市東雲町1-7-12

孫　弘樹 医療法人青州会診療所 06-6713-9592 大阪府大阪市東住吉区杭全1-4-20

宮本　智行 めいりん通りみやもと歯科 076-248-0604 石川県野々市市堀内3-15

怡土　信一 福岡徳洲会病院　歯科口腔外科 福岡県春日市須玖北4-5

高石　和美 徳島大学病院　歯科麻酔科 088-633-7367 徳島県徳島市蔵本町3-18-15

望月　亮 望月歯科 054-365-6561 静岡県静岡市清水区桜橋町2-1

永尾　康 埼玉県総合リハビリテーションセンター 048-781-2222 埼玉県上尾市大字西貝塚148-1

布巻　昌仁 まつうら歯科 092-661-2000 福岡県福岡市東区名島4-54-38

吉川　文広
千葉大学医学部附属病院　麻酔・疼痛・緩和医
療科

043-222-7171 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1

大桶　華子 北海道医療大学大学歯学部　歯科麻酔学講座 0133-23-1211 北海道石狩郡当別町字金沢1757

鈴木　広隆
独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター
麻酔科

022-293-1111 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12

水野　誠 水野歯科診療所 075-781-8868 京都府京都市左京区一乗寺里ノ西町50

山﨑　陽子
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　歯
科麻酔・口腔顔面痛制御学分野

03-5803-5762 東京都文京区湯島1-5-45

立浪　康晴 医療法人星陵会 たちなみ歯科口腔外科クリニック 0766-55-0219 富山県射水市戸破3955-1

小柳　直之 医療法人雪ノ聖母会 聖マリア病院 0942-35-3322 福岡県久留米市津福本町422

長束　智晴 東京都立豊島病院　歯科口腔外科 03-5375-1234 東京都板橋区栄町33-1

山室　愛 永頼会　松山市民病院　歯科口腔外科 089-943-1151 愛媛県松山市大手町2-6-5

糀谷　淳 東京西徳洲会病院　麻酔科 042-500-4433 東京都昭島市松原町3-1-1

谷山　貴一 松本歯科大学歯科麻酔学講座 0263-51-2126 長野県塩尻市広丘郷原1780

橋口　清光 歯科麻酔科 橋口デンタルクリニック 06-6261-7541 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-4-13

中野　みゆき （医）三思会 くすの木病院 歯科・口腔外科 0274-24-3111 群馬県藤岡市藤岡607-22

今渡　隆成 医療法人仁友会　日之出歯科真駒内診療所 011-584-5848 北海道札幌市南区真駒内南町4-6-9

小野　智史 医療法人仁友会　日之出歯科真駒内診療所 011-584-5848 北海道札幌市南区真駒内南町4丁目6-9

石田　義幸 医療法人仁友会　日之出歯科真駒内診療所 011-584-5848 北海道札幌市南区真駒内南町4丁目6-9

樋口　仁 岡山大学病院歯科麻酔科部門 086-235-6813 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

今井　慶野 愛知学院大学歯学部麻酔学講座 052-759-2102 愛知県名古屋市千種区末盛通り2-11

篠原　真季 耳原歯科診療所 072-245-2912 大阪府堺市堺区大仙西町6-184-2

新井　由起子 大阪歯科大学附属病院　歯科麻酔科 06-6910-1031 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17

中尾　晶子 洛和会音羽病院歯科麻酔科 075-593-4111 京都府京都市山科区名神京都東インター横

吉田　好紀 洛和会音羽病院歯科麻酔科 京都府京都市山科区名神京都東インター横

宮地　建次 連雀の杜歯科 0422-24-8822 東京都三鷹市下連雀4-11-15

大草　知佳 大草徳庵歯科医院 06-6968-3300 大阪府大阪市鶴見区今津北5-11-12

名知　ひかる 朝日大学病院　麻酔科・歯科麻酔科 058-253-8001 岐阜県岐阜市橋本町3-23

塩崎　恵子 東京歯科大学　歯科麻酔学講座 043-270-3902 千葉県千葉市美浜区真砂1-2-2

寺崎　仁美 医療法人雪ノ聖母会 聖マリア病院 0942-35-3322 福岡県久留米市津福本町422

稲村　吉高 大阪歯科大学歯科麻酔学講座 06-6910-1031 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17

安田　真 東北大学病院歯科麻酔疼痛管理科 022-717-8420 宮城県仙台市青葉区星陵町4-1

藤本　真智子 大阪急性期・総合医療センター 06-6692-1201 大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56

安藤　寧 埼玉県立あさか向陽園 障害者歯科診療所 048-466-1411 埼玉県朝霞市青葉台1-10-60

大植　香菜 広島大学病院　歯科麻酔科 082-257-5733 広島県広島市南区霞1-2-3

丸濵　美菜子 はすのは歯科 086-441-6100 岡山県倉敷市連島町鶴新田1886-1

川瀬　明子 岡山大学病院歯科麻酔科部門 086-235-6813 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

田中　絵里 スリープ歯科　福島院 024-572-6381 福島県福島市北町4-5DANビル3F

今泉　うの 神奈川歯科大学附属病院　歯科麻酔科 046-822-8896 神奈川県横須賀市小川町1-23

遠矢　明菜 大阪歯科大学 06-6910-1031 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17

若杉　優花 岡山大学病院歯科麻酔科 086-235-6721 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1



弦巻　立 新潟大学医歯学総合研究科　歯科麻酔学分野 025-223-6161 新潟県新潟市中央区学校町通2-5274

小松　泰典 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 098-888-0123 沖縄県島尻郡南風原町字新川118-1

塩谷　伊毅 日本歯科大学学附属病院　歯科麻酔・全身管理科 03-3261-5511 東京都千代田区富士見2-3-16

西村　晶子
昭和大学歯学部全身管理歯科学講座歯科麻酔科
学部門

03-3787-1151 東京都大田区北千束2-1-1

関野　麗子 日本大学歯学部歯科麻酔学講座 03-3219-8140 東京都千代田区神田駿河台1-8-13

大野　幸 鹿児島大学病院　全身管理歯科治療部 099-275-6288 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

河井　真理 長崎大学大学病院　麻酔生体管理室 095-819-7714 長崎県長崎市坂本1-7-1

倉田　行伸 新潟大学医歯学総合研究科　歯科麻酔学分野 025-227-2972 新潟県新潟市中央区学校町通2-5274

征矢　学 征矢歯科医院 0294-24-0648 茨城県日立市弁天町2-11-8

杉田　武士
神奈川歯科大学附属横浜クリニック　麻酔科・
歯科麻酔科

045-313-0007 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6

岡田　玲奈 東京歯科大学市川総合病院　麻酔科 047-322-0151 千葉県市川市菅野5-11-13

三宅　沙紀 岡山大学病院歯科麻酔科部門 086-235-6813 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

江里口　麻子 東京歯科大学水道橋病院 歯科麻酔科 03-5275-1851 東京都千代田区神田三崎町2-9-18

成清　綾 彦根市立病院 0749-22-6050 滋賀県彦根市八坂町1882

岩本　理恵 北海道医療大学大学歯学部　歯科麻酔学分野 0133-23-1211 北海道石狩郡当別町字金沢1757

小田　若菜
大阪大学大学院歯学研究科　口腔科学専攻　高
次脳口腔機能学講座　（歯科麻酔学教室）

06-6879-2972 大阪府吹田市山田丘1-8

大岩  大祐
医療法人仁友会　日之出歯科真駒内診療所 歯
科麻酔・周術期管理部

011-584-5848 北海道札幌市南区真駒内南町4丁目6-9

石田　碧 昭和大学歯学部全身管理歯科学講座歯科麻酔科学部門 03-3787-1151 東京都大田区北千束2-1-1

宇佐美奈由香 大阪大学歯学部附属病院　歯科麻酔科 06-6879-2972 大阪府吹田市山田丘1-8

筒井　友花子 日本歯科大学学生命歯学部　歯科麻酔学講座 03-3261-8311 東京都千代田区富士見1-9-20

藤田　雅俊 大阪大学歯学部附属病院　歯科麻酔科 06-6879-2972 大阪府吹田市山田丘1-8

工藤　香菜恵 医療法人 みゆき歯科医院 023-654-4748 山形県天童市老野森3-22-19

山田　めぐる 昭和大学歯科病院　歯科麻酔科 03-3787-1151 東京都東京都大田区北千束2-1-1

西岡　由紀子 岡山大学病院歯科麻酔科部門 086-235-6813 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

佐々木　陽子 埼玉医科大学国際医療センター　麻酔科 042-984-4111 埼玉県日高市大字山根1397-1
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