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《会　告》

日本神経学会 2015 年度指導医新規登録者一覧
 敬称略（県別五十音順 155 名）

北海道
有吉　直充 イムス札幌内科リハビリテーショ

ン病院
上杉　春雄 札幌山の上病院
齋藤　司 旭川医科大学病院
中野　史人 北海道大学病院
西村　洋昭 北海道大学病院
畑　　大 旭川赤十字病院
松下　隆司 札幌医科大学病院
矢口　裕章 市立札幌病院

青森県
新井　陽 青森県立中央病院

宮城県
石原　哲郎 東北大学病院
佐藤　峰成 ひろせ内科
鈴木　直輝 東北大学病院
谷口　さやか 仙台西多賀病院
矢澤　由加子 広南病院

山形県
伊関　千書 山形大学病院
大原　義朗 山形厚生病院
高橋　利幸 米沢病院
高橋　賛美 山形大学病院
中嶋　信人 北村山公立病院

福島県
青山　雅彦 竹田綜合病院
佐村木　美晴 ひらた中央病院
廣瀬　正樹 竹田綜合病院
守谷　新 福島赤十字病院

茨城県
平島　富美子 筑波記念病院
保坂　愛 ひたちなか総合病院

栃木県
船越　慶 獨協医科大学病院

埼玉県
五十川　孝志 斎藤記念病院

大塚　敬男 埼玉回生病院
小川　知宏 獨協医科大学越谷病院
小野　さやか 自治医科大学附属さいたま医療セ

ンター
橋本　祐二 埼玉県総合リハビリテーションセ

ンター

千葉県
磯瀬　沙希里 千葉東病院
鵜沢　顕之 千葉大学病院
紺谷　智 新松戸中央総合病院
塩尻　俊明 旭中央病院
島田　潤一郎 千葉県循環器病センター
島田　斉 放射線医学総合研究所
増田　冴子 柏戸病院
山中　義崇 千葉大学病院

東京都
青木　吉嗣 国立精神・神経医療研究センター
伊澤　良兼 慶應義塾大学病院
石原　正樹 日本大学板橋病院
市原　和明 日本大学板橋病院
大中　洋平 昭和大学江東豊洲病院
大林　正人 災害医療センター
神戸　泰紀 こだまクリニック
近藤　清香 北原国際病院
齋藤　和幸 新渡戸記念中野総合病院
齊藤　勇二 国立精神・神経医療研究センター
代田　悠一郎 Geoge-August Universität
関　守信 慶應義塾大学病院
田尾　修 青梅市立総合病院
高木　正仁 聖路加国際病院
髙橋　真 関東中央病院
富沢　雄二 順天堂東京江東高齢者医療センター
仁科　智子 井上てるクリニック
東原　真奈 東京都健康長寿医療センター
福井　海樹 武蔵村山病院
向井　洋平 国立精神・神経医療研究センター
余郷　麻希子 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
渡辺　有希子 城西病院

神奈川県
板谷　一宏 昭和大学藤が丘病院
大沼　沙織 相模原病院
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北村　英二 北里大学病院
木村　活生 横浜市立大学附属市民総合医療セ

ンター
工藤　洋祐 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター
栃木　捷一郎 聖マリアンナ医科大学病院
山田　浩史 聖マリアンナ医科大学病院
山野　光彦 東海大学病院
湯浅　直樹 伊勢原協同病院
横山　睦美 藤沢市民病院

新潟県
大田　健太郎 新潟病院
徳武　孝允 新潟大学病院
眞島　卓弥 燕労災病院

長野県
小平　農 信州大学病院
中村　勝哉 信州大学病院
服部　健 安曇野赤十字病院
日根野　晃代 信州大学病院

富山県
豊田　茂郎 富山病院

石川県
西願　司 森田病院

岐阜県
河村　真実 河村病院
香村　彰宏 岐阜市民病院
杉山　幸生 杉山内科医院
脇田　賢治 岐阜県総合医療センター

静岡県
近土　善行 聖隷三方原病院

愛知県
犬飼　洋子 愛知医科大学病院
植田　晃広 藤田保健衛生大学病院
川嶋　将司 名古屋市立大学病院
近藤　直英 名古屋大学病院
辻本　昌史 国立長寿医療研究センター
中村　亮一 名古屋大学病院
野島　逸 北津島病院
原　　一洋 名古屋大学病院
藤岡　祐介 名古屋大学病院
松本　慎二郎 中部ろうさい病院
横井　孝政 名古屋大学病院

三重県
田村　麻子 三重大学病院

京都府
麻生　俊彦 京都大学病院
植松　未帆 京都大学病院
長谷　佳樹 京都大学病院
藤井　ちひろ 京都府立医科大学病院
三宅　あかり 宇治武田病院
渡邉　裕子 武田病院

大阪府
浅井　宏英 ヤスダクリニック
安部　裕子 淀川キリスト教病院
上田　直子 淀川キリスト教病院
岡崎　周平 国立循環器病研究センター
尾原　信行 大阪南医療センター
片山　由理 守口生野記念病院
木下　允 大阪府立急性期・総合医療センター
坂口　学 大阪大学病院
高田　和城 大阪府立急性期・総合医療センター
辰己　新水 八尾徳洲会総合病院
長尾　茂人 済生会中津病院
初田　裕幸 脳神経内科はつたクリニック

兵庫県
朝山　真哉 ツカザキ病院
上田　健博 神戸大学病院
高橋　正年 神鋼記念病院
田中　智洋 みきやまリハビリテーション病院
丸本　浩平 兵庫県立リハビリテーション西播

磨病院
吉村　元 神戸市立医療センター中央市民病院

鳥取県
足立　正 鳥取大学病院
伊藤　悟 鳥取大学病院

岡山県
浦井　由光 南岡山医療センター
奈良井　恒 岡山医療センター
森　　仁 倉敷中央病院

広島県
青木　志郎 広島大学病院
今村　栄次 梶川病院

徳島県
佐藤　健太 徳島県立中央病院
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島谷　佳光 徳島県立中央病院
仁木　均 徳島赤十字病院
山本　伸昭 徳島大学病院

香川県
森本　展年 香川県立中央病院

愛媛県
岡田　陽子 愛媛大学病院
越智　雅之 愛媛大学病院
尾原　麻耶 愛媛大学病院
鴨川　賢二 愛媛県立中央病院
矢部　勇人 愛媛大学病院

福岡県
副島　直子 九州労災病院
茶谷　裕 九州大学病院
長柄　祐子 ながら医院
林　　隆太郎 九州大学病院
藤岡　伸助 福岡大学病院

山口　浩雄 九州大学病院

佐賀県
溝田　貴光 嬉野医療センター

熊本県
伊藤　康幸 国保水俣市立総合医療センター
増田　曜章 熊本大学病院
宮本　詩子 熊本機能病院

鹿児島県
田代　雄一 鹿児島大学病院
徳永　紘康 鹿児島市医師会病院
中原　啓一 おぐら病院
樋口　雄二郎 菊野病院
宮下　史生 鹿児島医療センター

沖縄県
石原　聡 琉球大学病院
中地　亮 沖縄病院


