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《会　告》

日本神経学会 2016 年度指導医新規登録者一覧
 敬称略（県別五十音順 133 名）

北海道
黒田　健司 旭川医療センター
菅田　忠夫 札樽・すがた医院
松島　理明 北海道大学病院

岩手県
鈴木　真紗子 岩手医科大学病院
髙橋　賢 岩手県立中央病院

宮城県
上利　大 東北大学病院
石垣　あや 東北医科薬科大学病院
遠藤　薫 広南病院
菊池　大一 東北医科薬科大学病院
齋藤　佐 宮城病院
菅野　直人 東北大学病院

山形県
安藤　志穂里 酒田医療センター

福島県
門脇　傑 太田熱海病院

茨城県
太田　浄文 JAとりで総合医療センター

栃木県
亀田　知明 新小山市民病院
冨保　和宏 済生会宇都宮病院
星山　栄成 獨協医科大学病院

群馬県
長嶺　俊 伊勢崎市民病院

埼玉県
伊崎　祥子 埼玉医科大学総合医療センター
菅野　陽 川口市立医療センター
出口　一郎 埼玉医科大学国際医療センター
堀　　匠 埼玉県総合リハビリテーションセ

ンター
吉田　典史 埼玉医科大学総合医療センター

千葉県
江口　桂 新八千代病院
片桐　明 君津中央病院
澁谷　和幹 千葉大学病院
関口　縁 千葉大学病院
別府　美奈子 千葉大学病院
溝渕　敬子 旭神経内科リハビリテーション病院
山下　力 順天堂大学医学部附属浦安病院
米津　彩子 千葉リハビリテーションセンター
米津　禎宏 成田赤十字病院

東京都
井戸　信博 東京医科大学病院
猪瀬　悠理 公立昭和病院
江口　博人 順天堂大学附属練馬病院
金澤　恭子 国立精神・神経医療研究センター
河尻　澄宏 東京女子医科大学東洋医学研究所

クリニック
黒川　隆史 東京新宿メディカルセンター
黒田　岳志 昭和大学病院
小林　正樹 浴風会病院
齋藤　悠 昭和大学病院
汐崎　祐 防衛省共済組合本部診療所
高澤　隆紀 東邦大学医療センター大森病院
堤　　百合 虎の門病院
堤内　路子 虎の門病院
長島　優 東京大学病院
中原　康雄 東京大学病院
西本　祥仁 東京都済生会中央病院
野上　茜 日本医科大学病院
平尾　健太郎 東京医科大学病院
松村　謙 都立駒込病院

神奈川県
秋山　治彦 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター
石垣　征一郎 昭和大学横浜市北部病院
植杉　剛 東海大学病院
岡本　光生 横浜市立大学病院
笠井　英世 昭和大学藤が丘病院
加藤　文太 聖マリアンナ医科大学横浜市西部

病院
金塚　陽一 横浜市立市民病院
菊池　雷太 汐田総合病院
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清水　裕樹 市ヶ尾カリヨンクリニック
関口　輝彦 横浜市立みなと赤十字病院
高野　大樹 横浜総合病院

新潟県
石原　智彦 新潟大学脳研究所
黒羽　泰子 西新潟中央病院
佐治　越爾 新潟大学脳研究所
本間　篤 新潟白根総合病院
矢島　隆二 みどり病院

山梨県
中村　由紀 山梨大学病院

長野県
吉田　拓弘 飯田市立病院

石川県
大野　美樹 金沢医科大学病院
藤田　充世 金沢医科大学病院

岐阜県
山田　恵 岐阜大学病院

静岡県
大垣　光太郎 順天堂大学附属静岡病院
細井　泰志 浜松医科大学病院
八木　宣泰 静岡赤十字病院

愛知県
阿南　知世 名古屋市立西部医療センター
荒木　周 春日井市民病院
安藤　嘉朗 名古屋医療センター
井口　洋平 名古屋大学病院
遠藤　史人 名古屋大学環境医学研究所
榊原　聡子 東名古屋病院
桝田　道人 名古屋大学病院
水谷　泰彰 名古屋大学病院
水野　将行 名古屋市立大学病院

三重県
野田　成哉 鈴鹿病院

滋賀県
小川　暢弘 滋賀医科大学病院

京都府
東　裕美子 京都府立医科大学病院
綾木　孝 京都大学病院

太田　真紀子 京都大学病院
木下　智晴 音羽病院
下竹　昭寛 京都大学病院
田中　章浩 京都府立医科大学病院
冨田　聡 宇多野病院
眞木　崇州 京都大学病院
宮﨑　博子 京都桂病院
山田　丈弘 京都第二赤十字病院

大阪府
衛藤　昌樹 市立東大阪医療センター
遠藤　卓行 刀根山病院
大槻　俊輔 近畿大学病院
久保　久美子 刀根山病院
久保田　智哉 大阪大学病院
高橋　大介 大阪南医療センター
武田　景敏 大阪市立大学病院
田中　真希子 星ヶ丘医療センター
寺崎　泰和 大阪労災病院
中川　朋一 北野病院
眞野　智生 大阪大学病院
三宅　浩介 関西医科大学附属病院
山川　健太郎 富永病院

兵庫県
朝山　知子 ツカザキ病院
大貫　英一 ツカザキ病院
河野　智之 神戸市立医療センター中央市民病院
関　　恒慶 神戸大学病院
山田　隆平 尼崎総合医療センター

和歌山県
檜皮谷　泰寛 新宮市立医療センター

鳥取県
中下　聡子 鳥取県立厚生病院

島根県
安部　哲史 島根大学病院
三瀧　真悟 島根大学病院

広島県
倉重　毅志 呉医療センター
宍戸　丈郎 県立広島病院
杉浦　智仁 呉医療センター

山口県
清水　文崇 山口大学病院
春木　明代 山口県立総合医療センター
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徳島県
佐光　亘 徳島大学病院

福岡県
下園　孝治 大手町病院
正崎　泰作 くろつち福岡春日リハビリテー

ションクリニック
野田　和人 二日市病院
福原　康介 福岡大学病院

佐賀県
小杉　雅史 嬉野医療センター

大分県
西江　信 佐藤第一病院

鹿児島県
西脇　知永 荘記念病院
平野　隆城 大勝病院

沖縄県
城戸　美和子 沖縄病院


