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《会　告》

日本神経学会 2014 年度指導医新規登録者一覧
 敬称略（県別五十音順 167 名）

北海道
濱田　晋輔 北祐会神経内科病院
東　　琢哉 札幌西円山病院
松尾　雄一郎 北海道大学病院
松村　晃寛 札幌医科大学病院

宮城県
板橋　亮 広南病院
小林　理子 東北薬科大学病院
中村　起也 広南病院
成川　孝一 仙台医療センター

秋田県
藤巻　由実 秋田県立脳血管研究センター
山﨑　貴史 秋田県立脳血管研究センター

山形県
今野　昌俊 山形市立病院済生館

福島県
井口　正寛 福島県立医科大学病院
村上　丈伸 福島県立医科大学病院

茨城県
辻　　浩史 筑波大学
町田　明 土浦協同病院

栃木県
秋本　千鶴 自治医科大学病院
門脇　太郎 獨協医科大学病院

群馬県
新井　正史 前橋北病院
森田　真人 森田クリニック

埼玉県
伊藤　康男 埼玉医科大学病院
加藤　裕司 埼玉医科大学国際医療センター
北口　哲雄 上尾中央総合病院
北村　久美子 防衛医科大学校病院
長沼　朋佳 川口市立医療センター
二宮　充喜子 国立障害者リハビリテーションセンター

本郷　悠 防衛医科大学校病院
宮武　聡子 東埼玉病院
横田　隆子 獨協医科大学越谷病院

千葉県
赤荻　悠一 千葉県循環器病センター
小林　誠 旭中央病院
澤井　摂 千葉大学病院
高橋　宏和 松戸神経内科
谷　　もも 総泉病院
牧野　隆宏 済生会習志野病院
和田　猛 青葉病院

東京都
石浦　浩之 東京大学病院
井原　涼子 東京大学病院
魚谷　恭太郎 都立神経病院
大野　英樹 済生会向島病院
大山　彦光 順天堂大学医学部附属順天堂医院
長田　高志 慶應義塾大学病院
片山　真樹子 河北総合病院
金井　数明 順天堂大学医学部附属順天堂医院
亀井　啓史 多摩南部地域病院
川上　真吾 大森赤十字病院
久住呂　友紀 立川病院
久保田　暁 東京大学病院
栗城　綾子 昭和大学江東豊洲病院
桑原　宏哉 東京医科歯科大学病院
此枝　史恵 東京都済生会中央病院
斉木　臣二 順天堂大学医学部附属順天堂医院
杉本　泉 三井記念病院
鈴木　美紀 東京女子医科大学病院
鈴木　葉子 大森赤十字病院
須田　智 日本医科大学病院
田中　康貴 東京臨海病院
寺澤　由佳 東京慈恵会医科大学病院
平井　利明 東京慈恵会医科大学病院
木田　耕太 都立神経病院
堀内　泉 公立昭和病院
堀元　寛美 江東病院
水谷　真之 都立墨東病院
安田　高志 東海大学八王子病院
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神奈川県
飯島　昭二 済生会神奈川県病院
井上　学 昭和大学藤が丘病院
岩田　智則 湘南鎌倉総合病院
金野　竜太 昭和大学横浜市北部病院
中江　啓晴 横浜市立大学病院
新美　祐介 横須賀共済病院
西川　奈津子 新戸塚病院
眞木　二葉 聖マリアンナ医科大学病院
吉井　康裕 日本鋼管病院
𠮷田　環 横浜南共済病院

新潟県
梅田　麻衣子 長岡赤十字病院
高橋　俊昭 木戸病院
中田　力 新潟大学病院
野崎　洋明 新潟大学脳研究所
樋口　真也 柏崎市国民健康保険北条診療所

富山県
道具　伸浩 富山大学病院

石川県
池田　篤平 金沢大学病院
坂井　健二 金沢大学病院
中西　恵美 金沢医科大学病院

福井県
今村　久司 福井赤十字病院
上野　亜佐子 福井大学病院
松永　晶子 福井大学病院

長野県
鈴木　彩子 鹿教湯三才山リハビリテーション 
 センター鹿教湯病院
古谷　力也 佐久総合病院

岐阜県
櫻井　岳郎 岐阜県総合医療センター
髙木　伸之介 多治見病院

静岡県
佐藤　慶史郎 聖隷浜松病院
吉田　英史 静岡県立総合病院

愛知県
勝又　竜 名古屋大学病院
加藤　大輔 名古屋市立大学病院
木村　彰宏 並木病院

千田　麻友美 総合大雄会病院
冨田　稔 豊田厚生病院
野田　智子 一宮市立市民病院
橋詰　淳 名古屋大学病院
橋本　里奈 東名古屋病院
原　　敬史 豊橋市民病院

三重県
川合　圭成 四日市病院
高島　慎吾 鈴鹿中央総合病院
古田　智之 三重県立総合医療センター
宮崎　眞佐男 津田クリニック

京都府
齋藤　龍史 京都大学病院

大阪府
市橋　珠里 馬場記念病院
岡本　洋子 関西電力病院
小出　泰道 小出内科神経科
小松　研一 北野病院
清水　義臣 星ヶ丘医療センター
田村　暁子 住友病院
豊増　麻美 近畿大学病院
別宮　豪一 大阪大学病院
守田　純一 小松病院
山本　圭一 大阪市立大学病院
吉村　壮平 国立循環器病研究センター

兵庫県
小田　哲也 北播磨総合医療センター
倉田　智子 魚橋病院
細見　雅史 北播磨総合医療センター
鷲田　和夫 神戸大学病院

奈良県
泉　　哲石 奈良県立医科大学病院
掛樋　善明 市立奈良病院
木下　聡子 奈良西部病院
桐山　敬生 奈良県立医科大学病院
小林　恭代 奈良県立医科大学病院
中村　聖香 せいかクリニック

和歌山県
中西　一郎 和歌山県立医科大学病院紀北分院
三谷　琴絵 南和歌山医療センター

鳥取県
周藤　豊 鳥取県立中央病院
瀧川　洋史 鳥取大学病院
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島根県
植村　佑介 松江生協病院
塩田　由利 島根大学病院

岡山県
太田　康之 岡山大学病院
久徳　弓子 川崎医科大学病院
八木田　佳樹 川崎医科大学病院

広島県
石原　佳代子 広島大学病院
末田　芳雅 呉医療センター
細見　直永 広島大学病院
山崎　雄 

山口県
安部　真彰 山口大学病院
佐野　泰照 山口大学病院
前田　敏彦 山口大学病院

徳島県
藤田　浩司 徳島大学病院

香川県
池田　和代 香川大学病院
鎌田　正紀 香川大学病院
渋田　佳子 高松医療センター

愛媛県
冨田　仁美 愛媛県立中央病院

福岡県
尾畑　十善 福西会病院
北山　次郎 福岡東医療センター
桑城　貴弘 九州医療センター
田中　正人 九州労災病院
豊田　知子 産業医科大学病院
中根　博 福岡東医療センター
姫野　恵理 済生会福岡総合病院
松山　友美 浜の町病院
三浦　史郎 久留米大学病院
吉村　怜 福岡東医療センター
渡邉　暁博 大牟田病院

熊本県
阪本　徹郎 熊本市民病院
三隅　洋平 熊本大学病院

大分県
迫　　祐介 新別府病院

宮崎県
中尾　紘一 潤和会記念病院

鹿児島県
加世田　俊 新門リハビリテーションクリニック
崎山　佑介 おぐら病院
中島　隆宏 今村病院分院
牧　　美充 鹿児島大学病院

沖縄県
平良　直人 天久台病院


