
施設名 （代表者）

北海道

旭川医科大学病院　精神科神経科 機関A-0010-3 千葉　 茂

医療法人社団　ウェルネス望洋台医院 機関A-0017-3 藤田　雅彦

岩手県

　 岩手医科大学附属内丸メディカルセンター　睡眠医療科 機関A-0110-1 櫻井　滋

秋田県

　 秋田大学医学部附属病院　精神神経科 機関A-0029-3 三島　和夫

福島県

　 太田綜合病院附属太田西ノ内病院　総合睡眠医療センター 機関A-0008-3 松浦  圭文

　 ささき内科クリニック 機関A-0044-3 佐々木　満

　 医療法人健眠会大槻スリープクリニック 機関A-0084-2 大槻　　學

栃木県

　 獨協医科大学病院睡眠医療センター 機関A-0004-3 春名　眞一

　 医療法人社団幸仁会 たかしま耳鼻咽喉科 機関A-0101-1 高島　雅之

埼玉県

　 医療法人啓仁会 平沢記念病院 機関A-0042-3 井川　真理子

　 医療法人康曜会プラーナクリニック　呼吸器睡眠センター呼吸器内科 機関B-0033 青木　康弘

千葉県

　 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院　精神科 機関A-0064-2 早川　達郎

　 東京歯科大学市川総合病院　耳鼻咽喉科　いびき無呼吸専門外来 機関B-0016-2 中島　庸也

東京都

　 東京慈恵会医科大学附属病院精神神経科 機関Ａ-0027-3 繁田　雅弘

　 公益財団法人神経研究所附属 睡眠呼吸障害クリニック（呼吸器内科・精神科） 機関A-0034-3 福原  俊明

　 医療法人社団絹和会睡眠総合ケアクリニック代々木 機関A-0037-3 井上　雄一

　 虎ノ門病院 睡眠センター 機関Ａ-0040-3 成井　浩司

　 医療法人社団グッドスリープ　グッドスリープ・クリニック 機関A-0057-3 齋藤  恒博

　 駒ヶ嶺医院　睡眠呼吸センター 機関A-0060-2 駒ヶ嶺　正純

　 東邦大学医療センター大森病院 睡眠時呼吸障害センター 機関A-0076-2 髙井　雄二郎

　 日本大学医学部附属板橋病院　睡眠センター 機関A-0077-2 權　寧博

　 国立精神・神経医療研究センター病院 機関A-0090-1 栗山 健一

　 医療法人社団玉栄会　東京天使病院 機関A-0100-1 玉谷 青史

　 東京女子医科大学病院　睡眠科 機関A-0104-1 鈴木　真由美

　 医療法人社団慶真記念会 新宿睡眠・呼吸器内科クリニック 機関A-0105-1 赤星　俊樹

　 東京睡眠医学センター スリープクリニック調布 機関A-0114 遠藤　拓郎

　 杏林大学医学部附属病院 精神神経科 機関A-0115 中島　亨

医療法人社団SSC　スリープ・サポートクリニック 機関A-0119 林田 健一

　 医療法人社団 親樹会 恵泉第二クリニック　世田谷睡眠呼吸センター 機関B-0017-2 川原　誠司

　 東京医科大学病院　循環器内科 機関B-0020-2 高田　佳史

　 池袋スリープケアクリニック 機関B-0032 金子　泰之

神奈川県

　 横浜呼吸器クリニック 機関A-0032-3 小野　容明

　
医療法人愛仁会 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 機関A-0048-3 千葉　伸太郎

　 東海大学医学部附属病院　内科学系 機関A-0103-1 青木　琢也

　 ゆき呼吸器内科クリニック 機関A-0107-1 蜂須賀　久喜

　 RESM 新横浜　睡眠・呼吸メディカルケアクリニック　 機関A-0113-1 白濱　龍太郎

　 上大岡内科・呼吸器科クリニック 機関B-a0056-3 鈴木　俊介
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新潟県

　 国立病院機構西新潟中央病院　呼吸器センター内科 機関A-0051-3 大平　徹郎

　 日本歯科大学新潟病院　睡眠歯科センター 機関B-0001-3 河野　正己

　 社会医療法人新潟臨港保健会　新潟臨港病院 機関B-a0050-3 坂井　邦彦

岐阜県

　 岐阜メイツ睡眠クリニック 機関A-0080-2 田中　春仁

　 阪野クリニック 機関A-0099-1 阪野　勝久

　 はっとりクリニック 機関B-0015-2 服部　親矢

　 医療法人岩永耳鼻咽喉科中部いびき睡眠障害研究所 機関A-0068-2 岩永　耕一

長野県

　 ＪＡ長野厚生連南長野医療センター　篠ノ井総合病院　呼吸器内科・睡眠呼吸センター 機関A-0066-2 松尾　明美

　 特定医療法人 新生病院  麻酔科 機関A-0102-1 佐藤　裕信

　 わかまつ呼吸器内科クリニック 機関A-0108-1 若松　俊秀

静岡県

　 中東遠総合医療センター　脳神経内科・睡眠医療センター 機関A-0074-2 若井　正一

医療法人社団優仁会　協愛医院　耳鼻咽喉科 機関B-0036 佐野  真一

愛知県

　 愛知医科大学病院睡眠科・睡眠医療センター 機関A-0005-3 篠邉　龍二郎

　 藤田医科大学病院　睡眠障害検査室 機関A-0015-3 北島　剛司

　 名古屋大学医学部附属病院　精神科　親と子どもの心療科 機関A-0038-3 尾崎　紀夫

　 豊橋メイツ睡眠クリニック 機関A-0043-3 小池　茂文

　 医療法人SRAたかおかクリニック 機関A-0081-2 佐々木　文彦

　 藤田医科大学ばんたね病院 機関Ａ-0094-1 中田　誠一

　 名古屋市立大学病院　睡眠医療センター 機関A-0095-1 中山　明峰

　 おおたけニコニコクリニック 機関B-a0079-2 大竹　一生

　 医療法人健伸会はっとり耳鼻咽喉科 機関B-0019-2 服部　寛一

名古屋セントラル病院　耳鼻咽喉科 機関B-0039 山本　浩志

石川県

　 金沢医科大学病院　睡眠医学センター 機関A-0024-3 堀　　有行

　 金沢市立病院　呼吸器内科 機関A-0093-1 中積　泰人

富山県

　 独立行政法人国立病院機構　北陸病院 機関A-0111-1 細川　宗仁

三重県

　 三重大学医学部附属病院 精神科神経科 機関A-0065-2 元村　英史

　 みたき総合病院 耳鼻咽喉科 機関B-0028-1 古橋　　篤

　 医療法人尚徳会ヨナハ総合病院 耳鼻咽喉科 機関B-0030 鈴木　賢二

滋賀県

　 滋賀医科大学医学部付属病院　精神科 機関A-0012-3 松尾　雅博

奈良県

　 済生会奈良病院 内科・睡眠呼吸障害センター 機関B-0029-1 上森　栄和

　 奈良県立医科大学附属病院　呼吸器・アレルギー・血液内科 機関B-0034 山内　基雄

奈良医療センター 機関B-0038 田中　小百合

京都府

　 京都大学医学部附属病院 呼吸器内科 （呼吸管理睡眠制御学） 機関A-0086-2 陳　　和夫

　 独立行政法人国立病院機構　京都医療センター歯科口腔外科 機関B-0018-2 吉田　和也

医療法人大岡医院稲荷診療所 機関B-0035 大岡  久司



大阪府

　 大阪回生病院睡眠医療センター 機関A-0011-3 谷口　充孝

　 杏和会 阪南病院 機関A-0041-3 沢田　佐織

　 医療法人上島医院　神経内科 機関A-0070-2 渥美　正彦

　 医療法人ますたに呼吸器クリニック 機関B-a0055-3 舛谷　仁丸

　 大阪大学医学部附属病院　睡眠医療センター 機関B-a0072-2 池田　学

　 小松病院　歯科口腔外科 機関B-0021-2 田村　仁孝

兵庫県

　 前田呼吸器科クリニック　内科・呼吸器科 機関A-0059-2 前田　均

　 社会医療法人財団聖フランシスコ会　姫路聖マリア病院　 機関A-0116 小川　晃弘

鳥取県

　 独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター 機関A-0039-3 坂本 泉

　 鳥取大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科 機関Ａ-0052-3 森實　理恵

　 医療法人健和会ひがみ耳鼻いんこう科・いびき睡眠クリニック 機関B-a0096-1 樋上　茂

島根県

　 島根大学医学部附属病院 機関A-0087-1  井川　幹夫

岡山県

　 川崎医科大学附属病院　耳鼻咽喉科 機関B-0037  原  　 浩貴

山口県

　 医療法人社団 土屋医院  心療内科・神経内科 機関A-0031-3 土屋　智

高知県

　 高知鏡川病院　睡眠医療センター 機関A-0007-3 川田　誠一

愛媛県

　 愛媛大学医学部附属病院睡眠医療センター 機関A-0106-1 岡　　靖哲

福岡県

　 福岡浦添クリニック 機関A-0001-3 山口　祐司

　 久留米大学病院　精神神経科 機関A-0020-3 内村　直尚

　 医療法人眠りとこころのYOUクリニック 有吉祐睡眠クリニック 機関A-0036-3 有吉　祐

　 国立病院機構福岡病院 睡眠センター 機関A-0054-3 中野　博

　 恵友会霧ヶ丘つだ病院 機関A-0078-2 津田　徹

　 ふくおか睡眠クリニック 機関Ａ-0085-2 福留　武朗

　 九州大学病院　睡眠時無呼吸センター 機関B-0025-1 安藤　眞一

佐賀県

　 勇愛会大島病院 機関A-0049-3 大島　勇紀

大分県

　 佐藤クリニック　耳鼻咽喉科・頭頚部外科・睡眠呼吸障害センター 機関A-0071-2 佐藤　公則

長崎県

医療法人仁祐会小鳥居諌早病院 機関A-0035-3 小鳥居　湛

日本赤十字社長崎原爆諫早病院 呼吸器科 機関A-0067-2 福島　喜代康

社会医療法人春回会 井上病院 呼吸器科 機関A-0097-1　　　吉嶺　裕之

宮崎県

　 潤和リハビリテーション振興財団　潤和会記念病院　神経内科 機関A-0091-1 鶴田　和仁

熊本県

　 社会医療法人芳和会　くわみず病院 機関A-0061-2 池上　あずさ

鹿児島県

　 医療法人聖心会　かごしま高岡病院 機関A-0098-1 髙岡　俊夫

沖縄県

　 医療法人エイチ・エス・アール名嘉村クリニック　内科・呼吸器科 機関A-0018-3 名嘉村　博

医療法人輔仁会・嬉野が丘サマリヤ人病院 機関A-0118 山城  義広


