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《会　告》

日本神経学会 2022 年度指導医新規登録者一覧
 敬称略（県別五十音順 140 名）

北海道
岩原　直敏 札幌医科大学病院
山田　萌美 さっぽろ神経内科病院

青森県
三木　康生 弘前大学病院

宮城県
川上　暢子 東北大学病院
川端　雄一 広南病院
平良　摩紀子 東北大学病院
髙井　良樹 東北大学病院
馬場　徹 仙台西多賀病院

秋田県
畠山　知之 あきた病院

福島県
飯國　洋一郎 太田熱海病院
土屋　真理夫 総合南東北病院

茨城県
保坂　孝史 筑波大学病院
三浦　健 筑波大学病院
目崎　直実 筑波記念病院
山本　詞子 霞ケ浦医療センター

栃木県
大島　壮生 済生会宇都宮病院
小澤　忠嗣 自治医科大学病院
藤本　茂 自治医科大学病院

群馬県
塚越　設貴 群馬大学病院

埼玉県
枡田　宏彰 埼玉石心会病院

千葉県
鶴岡　淳 前原医院
富永　奈保美 国際医療福祉大学市川病院
長尾　栄広 東葛病院

宮川　晋治 東京慈恵会医科大学附属柏病院

東京都
諌山　玲名 順天堂大学医学部附属順天堂医院
石橋　賢士 東京都健康長寿医療センター
市野瀬　慶子 都立墨東病院
奥住　文美 順天堂大学医学部附属順天堂医院
川添　僚也 都立神経病院
神林　隆道 帝京大学病院
近藤　円香 聖路加国際病院
関　大成 東京逓信病院
千葉　隆司 帝京大学病院
土田　剛行 東京共済病院
徳重　真一 杏林大学病院
中谷　光良 順天堂大学医学部附属順天堂医院
中山　茶千子 江東病院
西尾　慶之 都立松沢病院
濱田　健介 東京大学病院
坂内　太郎 東京逓信病院
平　健一郎 順天堂大学医学部附属順天堂医院
松川　美穂 東京大学病院
松野　博優 東京慈恵会医科大学附属第三病院
三笠　道太 都立広尾病院
宮内　淑史 
柳橋　優 東邦大学医療センター大森病院

神奈川県
北村　美月 横浜労災病院
齊藤　麻美  横浜市立脳卒中・神経脊椎セン

ター
佐々木　拓也 横浜労災病院
菅原　恵梨子 平塚共済病院
伊達　悠岳 済生会横浜市東部病院
橋口　俊太 横浜市立大学病院
林　紀子  横浜市立大学附属市民総合医療セ

ンター
二村　明徳 昭和大学藤が丘病院
水上　平祐 聖マリアンナ医科大学病院
宮崎　雄一 湘南鎌倉総合病院
山本　大介 湘南鎌倉総合病院

新潟県
高橋　恵子 長岡西病院
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山梨県
髙　紀信 湯村温泉病院
瀧瀬　康洋 甲府共立病院
山城　亘央 山梨リハビリテーション病院

長野県
尾澤　一樹 佐久総合病院
田澤　浩一 長野赤十字病院

富山県
乙宗　宏範 富山大学病院

福井県
遠藤　芳徳 福井大学病院
早瀬　史子 福井赤十字病院
安川　善博 安川病院

岐阜県
原田　斉子 岐阜市民病院
伏屋　公晴 ふせや内科小児科

静岡県
狩野　允芳 静岡済生会総合病院
川口　典彦 静岡てんかん・神経医療センター
田中　裕三 静岡医療センター

愛知県
安藤　孝志 名古屋大学病院
安藤　宏明 愛知医科大学病院
飯田　円 名古屋大学病院
稲垣　智則 もくれんクリニック
打田　佑人 名古屋市立大学病院
加藤　隼康 安城更生病院
岸本　祥之 名古屋大学病院
田口　宗太郎 愛知医科大学病院
服部　誠 名古屋大学病院
深見　祐樹 名古屋大学病院
藤岡　哲平 名古屋市立大学病院
山田　剛平 名古屋市立西部医療センター

滋賀県
大井　二郎 公立甲賀病院
梶　誠兒 ミュンヘン工科大学
武山　博文 大津赤十字病院

京都府
芦田　真士 京都府立医科大学病院
澤村　正典 京都大学病院

髙谷　美和 京都大学病院
中村　毅 京都武田病院
中村　匡宏 京都民医連あすかい病院
邉見　名見子 武田総合病院
山口　裕子 京都大学病院

大阪府
池中　建介 大阪大学病院
稲田　莉乃 近畿大学病院
太田　久仁子 富永病院
髙下　純平 国立循環器病研究センター
杉山　慎太郎 大阪大学病院
田中　寛大 国立循環器病研究センター
中奥　由里子 国立循環器病研究センター
東田　京子 大阪急性期・総合医療センター
古川　公嗣 北野病院
矢野　英隆 千里中央病院
山岸　裕子 近畿大学病院
山下　和哉 大阪病院
吉本　武史 国立循環器病研究センター

兵庫県
石井　淳子  神戸市立医療センター中央市民病院
高杉　純司  神戸市立医療センター中央市民病院
永田　格也 加古川中央市民病院

奈良県
小原　啓弥 南奈良総合医療センター
木下　聡子 高の原中央病院
熊澤　綾 市立奈良病院
守屋　和起 奈良医療センター

岡山県
小畑　馨 倉敷中央病院
逸見　祥司 川崎医科大学病院

広島県
同道　頼子 呉医療センター
音成　秀一郎 広島大学病院

山口県
西原　秀昭 山口大学病院
本田　真也 山口大学病院

徳島県
谷口　浩一郎 徳島病院
土師　正太郎 徳島大学病院
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愛媛県
加藤　丈陽 かとう内科

福岡県
栄　信孝 大牟田病院
篠田　紘司 飯塚病院
陣内　重郎 九州中央病院
園田　和隆 済生会福岡総合病院
徳永　敬介 白十字病院
林田　翔太郎 九州労災病院
福嶌　由尚 聖マリア病院
藤井　敬之 九州大学病院

佐賀県
鈴山　耕平 佐賀大学病院

熊本県
大嶋　俊範 荒尾市民病院
進藤　誠悟 熊本赤十字病院
高松　孝太郎 熊本医療センター
永利　聡仁 熊本南病院
中西　俊人 熊本機能病院
松原　崇一朗 熊本大学病院

鹿児島県
野村　美和 鹿児島市立病院

沖縄県
國場　和仁 琉球大学病院


