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《会　告》

日本神経学会 2019 年度指導医新規登録者一覧
 敬称略（県別五十音順 162 名）

北海道
遠藤　寿子 旭川医科大学病院
白井　慎一 北海道大学病院
新保　和賢 北海道脳神経外科記念病院
津田　玲子 札幌しらかば台病院

青森県
上野　達哉 青森県立中央病院
西嶌　春生 弘前大学病院
羽賀　理恵 青森県立中央病院
若佐谷　保仁 青森病院

岩手県
石塚　直樹 岩手医科大学病院
小田　桃世 岩手県立中央病院
桂　永行 かつら内科クリニック
土井尻　遼介 岩手県立中央病院
水野　昌宣 岩手医科大学病院

宮城県
池田　謙輔 東北大学病院
大友　亮 大友病院
加藤　量広 みやぎ県南中核病院
突田　健一 仙台医療センター

山形県
山口　佳剛 山形県立中央病院

福島県
伊藤　英一 福島病院
吉澤　茉莉 福島県立医科大学病院

茨城県
相澤　哲史 水戸医療センター
儘田　直美 ひたちなか総合病院

栃木県
國分　則人 獨協医科大学病院
直井　為任 自治医科大学病院
益子　貴史 自治医科大学病院

埼玉県
瀧口　直子 埼玉精神神経センター

千葉県
上原　平 国際医療福祉大学成田病院
内田　智彦 東千葉メディカルセンター
小島　一歩 千葉ろうさい病院
作田　健一 東京慈恵会医科大学附属柏病院
杉田　俊寿 小山内科クリニック
杉山　淳比古 千葉大学病院
館野　冬樹 東邦大学医療センター佐倉病院
戸田　諭補 日本医科大学千葉北総病院
枡田　大生 千葉大学病院

東京都
阿部　圭輔 関東中央病院
池口　亮太郎 東京女子医科大学病院
伊藤　絢 大森赤十字病院
井上　文 東京医科大学病院
王子　悠 順天堂大学医学部附属順天堂医院
大﨑　雅央 虎の門病院
角谷　真人 自衛隊中央病院
北澤　悠 東京労災病院
坂本　悠記 日本医科大学病院
佐野　輝典 国立精神・神経医療研究センター
杉本　あずさ 昭和大学病院
鈴木　健太郎 日本医科大学病院
銭谷　怜史 新渡戸記念中野総合病院
田口　丈士 東京医科大学八王子医療センター
中原　仁 慶應義塾大学病院
長谷川　樹里 東京医科歯科大学病院
波多野　敬子 東京都健康長寿医療センター
東　美和 東京医科歯科大学病院
藤本　彰子 国立精神・神経医療研究センター
坊野　恵子 東京慈恵会医科大学病院
星野　岳郎 東京女子医科大学病院
松本　千尋 国立精神・神経医療研究センター
間野　達雄 東京大学病院
村賀　香名子 日本医科大学病院
村田　貴代子 東邦大学医療センター大森病院
森　聡生 順天堂大学医学部附属順天堂医院
八木　洋輔 東京医科歯科大学病院
山田　哲 東京都済生会中央病院
吉岡　耕太郎 東京医科歯科大学病院
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神奈川県
伊佐早　健司 聖マリアンナ医科大学病院
川本　裕子 横浜市立大学病院
國井　美紗子 横浜市立大学病院
高山　洋平 秋山脳神経外科病院
仲野　達 横浜栄共済病院
湯谷　佐知子 東海大学病院

新潟県
石川　正典 長岡中央綜合病院
今野　卓哉 新潟大学脳研究所
齋藤　理恵 新潟大学脳研究所
須貝　章弘 新潟大学病院
関谷　可奈子 新潟市民病院

山梨県
新村　浩透 甲府共立病院

長野県
木下　朋実 鹿教湯病院
小林　千夏 佐久総合病院
三宅　晃史 佐久総合病院
宮崎　大吾 信州大学病院

福井県
榎本　崇一 福井大学病院
山手　康司 福井総合病院

岐阜県
丹野　雄平 中津川市民病院
中川　敏幸 岐阜大学病院

静岡県
松平　敬史 静岡てんかん・神経医療センター
山川　義宏 共立蒲原総合病院

愛知県
赤木　明生 愛知医科大学病院
荒木　邦彦 名古屋大学病院
池田　昇平 豊田厚生病院
岩出　展行 名古屋大学病院
小野寺　一成 名古屋大学病院
佐藤　豊大 名古屋市立大学病院
鈴木　将史 名古屋大学病院
野崎　康伸 豊橋市民病院
村上　あゆ香 名古屋大学病院
山田　晋一郎 名古屋大学病院

三重県
小川　愛 鈴鹿中央総合病院
松尾　皇 伊勢赤十字病院

滋賀県
奥田　真也 大津赤十字病院

京都府
小泉　崇  京都府立医科大学附属北部医療セ

ンター
後藤　和也 京都大学病院
坂本　光弘 音羽病院
辻　有希子 京都岡本記念病院
松本　雄志 音羽リハビリテーション病院
宮本　将和 京都大学病院
森井　芙貴子 京都府立医科大学病院
山門　穂高 京都大学病院

大阪府
荒木　克哉 市立豊中病院
宇野田　喜一 大阪医科大学三島南病院
神吉　秀明 大阪大学病院
権　泰史 加納総合病院
斎藤　朋子 大阪刀根山医療センター
佐々木　勉 大阪大学病院
寒川　真 近畿大学病院
白石　翔一 多根総合病院
鈴木　由希子 大阪大学病院
柘植　彩子 馬場記念病院
津田　浩史 大阪大学病院
服部　頼都 国立循環器病研究センター
馬場　孝輔 大阪大学病院
細川　明子 吹田市民病院
本岡　里英子 淀川キリスト教病院
森　千晃 大阪刀根山医療センター
渡邊　彰弘 大阪南医療センター

兵庫県
安藤　竜起 兵庫中央病院
井元　万紀子  兵庫県立リハビリテーション中央

病院
菅生　教文 神戸市立医療センター西市民病院
清家　尚彦 神戸中央病院

和歌山県
髙　真守 和歌山県立医科大学病院
阪田　麻友美 和歌山県立医科大学病院
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鳥取県
田中　愛 鳥取医療センター
土居　充 鳥取医療センター

島根県
濱田　智津子 島根大学病院
山本　幹枝 島根県立中央病院

岡山県
表　芳夫 岡山大学病院
田中　義人 しげい病院

広島県
佐藤　恒太 脳神経センター大田記念病院
姫野　隆洋 脳神経センター大田記念病院

徳島県
大崎　裕亮 徳島大学病院
塚本　愛 徳島病院

香川県
白　景明 香川井下病院

高知県
吉田　剛 近森病院

福岡県
岩中　行己男 産業医科大学病院
奥村　幸祐 不知火病院
鎌田　崇嗣 福岡山王病院

中村　優理 福岡中央病院
眞﨑　勝久 九州大学病院
松下　拓也 九州大学病院

佐賀県
樋口　正晃 樋口病院

長崎県
立石　洋平 長崎大学病院
宮﨑　禎一郎 長崎大学病院
吉村　俊祐 長崎大学病院

熊本県
堀　寛子 桜十字熊本東病院
向野　晃弘 熊本大学病院

大分県
荒川　竜樹 鶴見病院
石橋　正人 大分大学病院
藪内　健一 大分大学病院

鹿児島県
荒田　仁 鹿児島大学病院
西郷　隆二 大勝病院
平松　有 鹿児島大学病院
山口　直喜 肝属郡医師会立病院

沖縄県
城本　高志 大浜第一病院


