
⽇本脳神経⾎管内治療学会認定 専⾨医 （2019年9⽉1⽇現在、1458名）
専⾨医⽒名 専⾨医⽒名（かな） 所属 専⾨医番号 指導医番号

あ 相川 博 あいかわ ひろし 医療法⼈光川会 福岡脳神経外科病院脳神経外科 213 196
相島 薫 あいしま かおる 国⽴病院機構 ⾼崎総合医療センター脳神経外科 873 -
会⽥ 泰裕 あいだ やすひろ 福井県⽴病院脳神経外科 1415 -
相原 徳孝 あいはら のりたか 名古屋市⽴⼤学脳神経外科 252 -
相原 寛 あいはら ひろし 翠清会梶川病院脳神経外科 1292 -
藍原 正憲 あいはら まさのり 群⾺⼤学病院脳外科 707 -
⻘⽊ 建 あおき けん 東京慈恵会医科⼤学葛飾医療センター脳神経外科 1173 -
⻘⽊ 淳哉 あおき じゅんや ⽇本医科⼤学⼤学院 医学研究科神経内科学分野 1293 -
⻘樹 毅 あおき たけし 北海道脳神経外科記念病院脳神経外科 50 -
⻘⽊ 吏絵 あおき りえ 東海⼤学医学部付属⼋王⼦病院脳神経外科 799 -
⾚路 和則 あかじ かずのり 美原記念病院脳神経外科 52 87
⾚松 洋祐 あかまつ ようすけ 岩⼿医科⼤学脳神経外科学講座 1174 -
阿河 祐⼆ あがわ ゆうじ 京都⼤学医学部脳神経外科 1175 -
秋 達樹 あき たつき 総合⼤雄会病院脳神経外科 1294 -
秋岡 直樹 あきおか なおき 富⼭⼤学附属病院脳神経外科 504 261
秋⼭ 武和 あきやま たけかず 秋⼭脳神経外科病院脳神経外科 633 -
秋⼭ 武紀 あきやま たけのり 慶應義塾⼤学医学部脳神経外科 444 219
秋⼭ 真美 あきやま まみ ⼾⽥中央総合病院医局  脳神経外科 1075 -
秋⼭ 恭彦 あきやま やすひこ 島根⼤学医学部附属病院 脳神経外科 253 106
秋⼭ 義典 あきやま よしのり 天理よろづ相談所病院脳神経外科 324 144
阿久津 善光 あくつ よしみつ ⽔⼾医療センター脳神経外科 1416 -
明⽥ 秀太 あけた しゅうた ⼤阪警察病院脳神経外科 388 244
浅井 克則 あさい かつのり ⼤阪国際がんセンター脳神経外科 776 321
浅井 琢美 あさい たくみ 国⽴病院機構名古屋医療センター脳神経外科 777 322
朝来野 佳三 あさくの けいぞう 森⼭記念病院脳⾎管内治療科 325 245
朝倉 健 あさくら けん 前橋⾚⼗字病院脳神経外科 214 -
朝倉 ⽂夫 あさくら ふみお 社会福祉法⼈ 恩賜財団 済⽣会松阪総合病院脳神経外科 脳・脊髄⾎管カテーテル治療センター 159 174
浅⽥ 玲緒尚 あさだ れおな 三重⼤学医学部附属病院脳神経外科 982 -
浅野 剛 あさの たけし 医療法⼈社団 誠馨会 千葉メディカルセンター脳神経⾎管内治療科 160 175
浅野 智重 あさの ともしげ 永冨脳神経外科病院脳神経外科 215 -
朝⽇ 稔 あさひ みのる ⾚穂市⺠病院脳神経外科 505 -
蘆⽥ 典明 あしだ のりあき 神⼾市⽴⻄神⼾医療センター脳神経外科 874 -
⾜⽴ 明彦 あだち あきひこ 千葉⼤学⼤学院 医学研究院 4F脳神経外科学教室 983 -
安達 ⼀英 あだち かずひで 藤⽥医科⼤学医学部脳神経外科 506 -
⾜⽴ 秀光 あだち ひでみつ 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院脳神経外科 326 197
⾜⽴ 拓優 あだち ひろまさ 京都⼤学⼤学院医学研究科脳神経外科 1295 -
阿南 英典 あなみ ひでのり TMGあさか医療センター脳神経外科 1076 -
阿美古 将 あびこ まさる JA尾道総合病院脳神経外科 708 -
阿部 悟朗 あべ ごろう 福岡輝栄会病院脳神経外科 778 -
安陪 等思 あべ とうし 久留⽶⼤学医学部 放射線医学講座 15 15
阿部 肇 あべ はじめ 東京警察病院脳⾎管内治療科 634 -
阿部 博史 あべ ひろし ⽴川綜合病院循環器・脳⾎管センター 脳神経外科 16 16
安部倉 友 あべくら ゆう 京都⼤学付属病院脳神経外科 1176 -
天野 達雄 あまの たつお 杏林⼤学医学部付属病院脳卒中科 875 323
天本 宇昭 あまもと たかあき 佐世保中央病院脳神経外科 1417 -
⽢利 和光 あまり かずみつ 横浜市⽴脳卒中・神経脊髄センター脳神経⾎管内治療科 445 -
綾部 純⼀ あやべ じゆんいち 横須賀共済病院脳神経外科 389 -
新井 ⼤輔 あらい だいすけ 静岡県⽴総合病院脳神経外科 876 -
新井 直幸 あらい なおゆき 東京⼥⼦医科⼤学東医療センター脳神経外科 1296 -
新井 政幸 あらい まさゆき 富⼭県厚⽣農業協同組合連合会⾼岡病院脳神経外科 390 -
新井 良和 あらい よしかず 市⽴敦賀病院脳神経外科 327 145
荒川 秀樹 あらかわ ひでき ⼤森⾚⼗字病院脳神経外科 507 262
荒⽊ 勇⼈ あらき はやと 荒⽊脳神経外科病院脳神経外科 709 -
有⾺ ⼤紀 ありま ひろのり ⼤阪市⽴⼤学医学部付属病院脳神経外科 1418 -
有村 公⼀ ありむら こういち 九州⼤学⼤学院医学研究院脳神経外科 779 288
安藤 和弘 あんどう かずひろ 新潟⼤学脳研究所脳神経外科 1297 -
安藤 俊平 あんどう しゅんぺい 東邦⼤学医療センター⼤森病院脳神経外科 1177 -
安藤 等 あんどう ひとし 医療法⼈社団恵周会 ⽩河病院脳神経外科 1298 -
安藤 充重 あんどう みつしげ 滋賀県⽴総合病院脳神経外科 635 -
飯島 明 いいじま あきら JCHO東京新宿メディカルセンター脳神経⾎管内治療科 54 107
飯塚 宏 いいづか ひろし 済衆館病院脳神経外科 391 -
飯塚 有応 いいづか ゆうおう 柏たなか病院神経放射線科・脳脊髄⾎管内治療センター 161 57
飯原 弘⼆ いいはら こうじ 九州⼤学⼤学院医学研究院脳神経外科 254 263
飯星 智史 いいほし さとし 埼⽟医科⼤学国際医療センター脳⾎管内治療科 446 147
五百蔵 義彦 いおろい よしひこ 市⽴⼤津市⺠病院脳神経外科 710 -
⽣嶋 ⼀朗 いくしま いちろう 都城市郡医師会病院放射線科 55 -
池⽥ 剛 いけだ ごう 筑波メディカルセンター病院脳神経外科 711 289
池⽥ 典⽣ いけだ のりお 宇部興産中央病院脳神経外科 392 246
池⽥ 英敏 いけだ ひでとし ⼤阪市⽴総合医療センター脳神経外科 984 -
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池⽥ 宏之 いけだ ひろゆき 福井⾚⼗字病院脳神経外科 780 324
池堂 太⼀ いけどう たいち 彦根市⽴病院脳神経外科 781 -
池野 幸⼀ いけの こういち 済⽣会熊本病院脳卒中センター神経内科 712 -
伊⾹ 稔 いこう みのる 医療法⼈社団如⽔会 今村病院脳神経外科 447 -
伊古⽥ 雅史 いこた まさし ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター脳神経外科 1419 -
井坂 ⽂章 いさか ふみあき 彦根市⽴病院脳神経外科 56 -
井澤 ⼤輔 いざわ だいすけ 岸和⽥徳州会病院脳神経外科 877 -
⽯井 暁 いしい あきら 京都⼤学脳神経外科 163 88
⽯井 ⼤嗣 いしい たいじ 公⽴豊岡病院脳神経外科 782 -
⽯井 匡 いしい まさし 葛⻄昌医会病院脳神経外科 1178 -
⽯井 洋介 いしい ようすけ 関東労災病院脳神経外科 637 -
⽯川 治 いしかわ おさむ 東京⼤学医学部附属病院脳神経外科 878 326
⽯川 達也 いしかわ たつや 東京⼥⼦医科⼤学病院脳神経外科 638 264
⽯⿊ 太⼀ いしぐろ たいち 東京⼥⼦医科⼤学⼋千代医療センター脳神経外科 985 -
⽯⿊ 友也 いしぐろ ともや ⼤阪市⽴総合医療センター脳⾎管内治療科 448 148
⽯⿊ 光紀 いしぐろ みつのり 総合⼤雄会病院脳卒中センター 713 -
⽯崎 努 いしざき つとむ 医療法⼈萌佑会 岩⾒沢脳神経外科 986 -
⽯⽥ 敦⼠ いしだ あつし 森⼭記念病院脳神経外科 1179 -
⽯⽥ 衛 いしだ まもる 名古屋⼤学医学部付属病院脳神経外科 1299 -
⽯橋 敏寛 いしばし としひろ 東京慈恵会医科⼤学附属病院 脳神経外科 328 149
⽯橋 良太 いしばし りょうた 倉敷中央病院脳神経外科 639 -
⽯原 正⼀郎 いしはら しよういちろう 埼⽟⽯⼼会病院脳神経外科 57 65
⽯原 秀章 いしはら ひであき 圏央所沢病院脳⾎管内治療科 449 247
⽯原 秀⾏ いしはら ひでゆき ⼭⼝⼤学脳神経外科 329 150
⽯原 正浩 いしはら まさひろ 市⽴豊中病院脳神経外科 987 -
⽯原 学 いしはら まなぶ 徳島⼤学病院脳神経外科 1180 -
⽯原 隆太郎 いしはら りゅうたろう ⾼島平中央総合病院脳神経外科 1300 -
⽯丸 浩⼀ いしまる こういち いちき串⽊野市医師会⽴脳神経外科センター脳神経外科 255 -
⽯丸 英樹 いしまる ひでき ⻑崎⼤学病院放射線科 330 -
⽯森 久嗣 いしもり ひさつぐ 都⽴⼤⽯森脳神経外科脳神経外科 393 -
⽯和⽥ 宰弘 いしわだ ただひろ 塩⽥記念病院脳神経外科 1301 -
泉 孝嗣 いずみ たかし 名古屋⼤学医学部附属病院脳神経外科 394 176
泉本 ⼀ いずもと はじめ 河北総合病院脳⾎管内科 331 -
井関 征祐 いせき せいすけ 順天堂⼤学脳神経外科 1077 -
磯崎 誠 いそざき まこと 福井⼤学医学部附属病院脳脊髄神経外科 783 -
五⼗棲 孝裕 いそずみ たかひろ ⽥辺中央病院脳神経外科 508 -
板橋 亮 いたばし りょう 岩⼿医科⼤学内科学講座 神経内科・⽼年科分野 784 -
伊丹 尚多 いたみ ひさかず 岩国医療センター脳神経外科 785 -
市川 剛 いちかわ つよし 福島⾚⼗字病院脳神経外科 640 327
市川 陽三 いちかわ ようぞう 昭和伊南総合病院脳神経外科 786 -
⼀ノ瀬 信彦 いちのせ のぶひこ ⼀ノ瀬病院脳神経外科 988 -
市橋 鋭⼀ いちはし としかず 掛川市・袋井市病院企業団⽴ 中東遠総合医療センター脳神経外科 58 66
井筒 伸之 いづつ のぶゆき ⼤阪⼤学脳神経外科 1420 -
井⼿ ⾥美 いで さとみ ⼤分⼤学医学部付属病院放射線科 1421 -
井⼿ 智 いで さとる 産業医科⼤学放射線科学教室 879 -
井⼿⼝ 稔 いでぐち みのる ⽇本医科⼤学千葉北総病院脳神経外科 989 -
井⼾ 啓介 いど けいすけ 佐賀県医療センター好⽣館脳神経外科 1078 -
伊藤 明博 いとう あきひろ 帝京⼤学医学部脳神経外科 990 -
伊藤 明 いとう あきら 広南病院⾎管内脳神経外科 1422 -
伊藤 理 いとう おさむ 福岡輝栄会病院脳神経外科 59 177
伊藤 圭佑 いとう けいすけ ⼀宮⻄病院脳神経外科 880 -
伊藤 公⼀ いとう こういち 浦添総合病院脳神経外科 450 -
伊藤 英道 いとう ひでみち 聖マリアンナ医科⼤学脳神経外科 561 198
伊藤 真史 いとう まさし 豊橋市⺠病院脳神経外科 1181 -
伊藤 靖 いとう やすし 信楽園病院脳神経外科 17 17
伊藤 嘉朗 いとう よしろう 筑波⼤学附属病院脳神経外科 562 248
⽷川 博 いとかわ ひろし 新百合ヶ丘総合病院脳神経外科 216 125
井中 康史 いなか やすふみ 横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科 1423 -
稲⽥ 拓 いなだ たく 康⽣会武⽥病院脳神経外科 1079 -
乾 登史孝 いぬい としたか いぬいクリニック 991 -
井上 明宏 いのうえ あきひろ 愛媛県⽴中央病院脳神経外科 641 -
井上 悟志 いのうえ さとし 順⼼病院脳神経外科 787 328
井上 智 いのうえ さとし 岡⼭市⽴市⺠病院脳神経外科 1424 -
井上 ⿓也 いのうえ たつや 聖路加国際病院脳神経外科 1182 -
井上 雅⼈ いのうえ まさと 国⽴国際医療研究センター病院脳神経外科 881 -
井上 靖夫 いのうえ やすお 舞鶴医療センター脳神経外科 217 -
井上 泰豪 いのうえ やすひで ⽶盛病院脳神経外科 1425 -
井上 佑樹 いのうえ ゆうき ⼾⽥中央総合病院脳神経外科 1302 -
井上 律郎 いのうえ りつろう 福岡⼤学筑紫病院脳神経外科 1183 -
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井間 博之 いま ひろゆき ⼤阪労災病院脳神経外科 1184 -
今井 啓輔 いまい けいすけ 京都第⼀⾚⼗字病院急性期脳卒中センター 脳神経・脳卒中科 257 126
今井 資 いまい たすく ⼤垣市⺠病院脳神経外科 1080 -
今岡 充 いまおか たかし 医）誠⾼会 おおたかの森病院脳神経外科 60 108
今堀 太⼀郎 いまほり たいちろう 兵庫県⽴姫路循環器病センター脳神経外科 714 329
今村 博敏 いまむら ひろとし 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院脳神経外科 451 151
⼊江 恵⼦ いりえ けいこ 名古屋共⽴病院脳神経外科 452 -
⼊江 是明 いりえ これあき ⽇本⾚⼗字社医療センター脳神経外科 395 249
⼊江 伸介 いりえ しんすけ 社会医療法⼈孝仁会 釧路孝仁会記念病院脳神経外科 166 -
⼊江 亮 いりえ りょう 昭和⼤学医学部脳神経外科脳神経外科 1426 -
⼊佐 剛 いりさ ごう 都城市郡医師会病院脳神経外科 1081 -
井料 保彦 いりょう やすひこ 童仁会 池⽥病院放射線科 882 -
岩朝 光利 いわあさ みつとし 福岡⼤学病院救命救急センター 509 -
岩井 丈幸 いわい ともゆき 公益財団法⼈⽼年病研究所附属病院脳神経外科 61 -
岩上 貴幸 いわかみ たかゆき 豊⾒城中央病院脳神経外科 1185 -
岩城 克⾺ いわき かつま 九州⼤学病院脳神経外科 1303 -
岩﨑 充宏 いわさき みつひろ 横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科 1082 -
岩⽥ 智則 いわた とものり 東海⼤学医学部付属病院神経内科 642 -
岩⽥ 亮⼀ いわた りょういち 関⻄医科⼤学 枚⽅病院脳神経外科 992 -
岩楯 兼尚 いわたて けんしょう 福島県⽴医科⼤学脳神経外科 1083 -
岩永 充⼈ いわなが みつと 佐世保市総合医療センター脳神経外科 453 -
岩渕 聡 いわぶち さとし 東邦⼤学医学部附属⼤橋病院 脳神経外科 62 67
岩本 和久 いわもと かずひさ 横浜旭中央総合病院脳神経外科 643 -
岩本 直樹 いわもと なおき 岩本医院脳神経外科 564 -
印東 雅⼤ いんどう まさひろ 埼⽟医科⼤学総合医療センター脳神経外科 1186 -
植⽥ 敏浩 うえだ としひろ 聖マリアンナ医科⼤学東横病院脳卒中センター 脳卒中科 64 49
上⽥ 博⼸ うえた ひろみ 徳島市⺠病院脳神経外科 454 -
植⽥ 良 うえだ りよう 川崎市⽴川崎病院脳神経外科 258 -
上野 俊昭 うえの としあき 東京都健康⻑寿医療センター脳神経外科 333 -
上野 泰 うえの やすし 神鋼病院脳神経外科 334 -
上⽻ 佑亮 うえば ゆうすけ ⾼知⼤学医学部脳神経外科 883 -
植松 幸⼤ うえまつ こうだい 岐⾩県総合医療センター脳神経外科 1084 -
上宮 奈穂⼦ うえみや なほこ 埼⽟⽯⼼会病院脳神経外科 884 -
上村 昭博 うえむら あきひろ 医療法⼈社団じあい会 メディカルスキャニング読影センター 396 220
鵜飼 亮 うかい りょう 市⽴札幌病院脳神経外科 885 -
⽜越 聡 うしこし さとし 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構北海道医療センター脳神経外科 19 19
内川 裕貴 うちかわ ひろき 東京⼤学医学部脳神経外科 1427 -
打⽥ 淳 うちだ あつし 名古屋市⽴東部医療センター脳神経外科 644 -
内⽥ 和希 うちだ かずき ⼿稲渓仁会病院脳神経外科 788 -
内⽥ 和孝 うちだ かずたか 兵庫医科⼤学脳神経外科 510 330
内⽥ 賢⼀ うちだ けんいち 千葉脳神経外科病院脳神経外科 1304 -
内⽥ 貴範 うちだ たかのり 流⼭中央病院脳神経外科 715 -
内⽥ 浩喜 うちだ ひろき 東北⼤学脳神経外科 1305 -
内⽥ 将司 うちだ まさし 聖マリアンナ医科⼤学脳神経外科 1085 -
内之倉 俊朗 うちのくら しゅんろう 都城市郡医師会病院脳神経外科 1306 -
内橋 義⼈ うちはし よしと ⻄脇市⽴⻄脇病院脳神経外科 1428 -
内⼭ 俊哉 うちやま としや 諏訪⾚⼗字病院脳神経外科 1307 -
内⼭ 尚之 うちやま なおゆき ⾦沢⼤学附属病院脳神経外科 219 89
宇野 淳⼆ うの じゆんじ ⾺場記念病院脳神経外科 220 290
宇野 健志 うの たけし 帝京⼤学医学部脳神経外科学講座 1429 -
宇野 哲史 うの てつじ ⿃取⼤学脳神経外科 789 -
宇野 初⼆ うの はつじ 福井総合病院脳神経外科 790 -
祖⺟井 ⿓ うばがい りゅう 東京脳神経センター病院脳神経外科 791 265
梅嵜 有砂 うめさき ありさ 荏原病院脳神経外科 886 -
梅沢 武彦 うめざわ たけひこ ＪＡ神奈川県厚⽣連 相模原協同病院脳神経外科 887 -
梅⽥ 靖之 うめだ やすゆき 三重県⽴総合医療センター脳神経外科 716 -
梅津 正成 うめづ まさなり 掛川市・袋井市病院企業団⽴ 中東遠総合医療センター脳神経外科 645 -
梅林 ⼤督 うめばやし だいすけ 京都府⽴医科⼤学脳神経機能再⽣外科学講座 717 -
鵜⼭ 淳 うやま あつし 新須磨病院 脳神経外科脳神経外科 993 -
占部 善清 うらべ よしきよ 森林クリニック 脳神経外科・⽪ふ科脳神経外科 646 -
上床 武史 うわとこ たけし 佐賀県⽴医療センター好⽣館脳⾎管内科 792 -
栄楽 直⼈ えいらく なおと 和⾵会 加世⽥病院脳神経外科 455 -
江頭 裕介 えがしら ゆうすけ 岐⾩⼤学医学部附属病院脳神経外科 565 -
江⼝ 盛⼀郎 えぐち せいいちろう 東京⼥⼦医科⼤学脳神経外科 1187 -
江⽥ ⼤武 えだ ひろたけ 島根⼤学医学部脳神経外科 1430 -
江⾯ 正幸 えづら まさゆき 国⽴病院機構仙台医療センター脳神経外科 20 20
江藤 輔聖 えとう ほうせい 医療法⼈社団 如⽔会 今村病院脳神経外科 888 -
榎本 真也 えのもと まさや 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構災害医療センター脳神経外科 1188 -
榎本 由貴⼦ えのもと ゆきこ 岐⾩⼤学医学部附属病院脳神経外科 456 178
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荏原 正幸 えばら まさき 医療法⼈すこやか ⾼⽥中央病院脳神経外科 335 -
海⽼原 幸⼀ えびはら こういち 君津中央病院脳神経外科 647 -
遠藤 薫 えんどう かおる 仙台市⽴病院神経内科 1308 -
遠藤 英樹 えんどう ひでき 中村記念病院脳神経外科 793 331
遠藤 英徳 えんどう ひでのり 東北⼤学病院脳神経外科 648 266
尾市 雄輝 おいち ゆうき 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 1309 -
⽣沼 雅博 おいぬま まさひろ 総合南東北病院脳神経外科 511 -
⼤⽯ 英則 おおいし ひでのり 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院順天堂⼤学⼤学院医学研究科脳神経外科・寄付脳神経⾎管内治療学講座 65 68
⼤⽯ 博通 おおいし ひろみち 東千葉メディカルセンター脳神経外科 336 -
⼤浦 義典 おおうら よしのり まろクリニック脳神経外科 337 -
⼤川 将和 おおかわ まさかず 京都⼤学脳神経外科 512 199
⼤川原 舞 おおかわら まい ⼤川原脳神経外科病院脳神経外科 889 332
⼤熊 佑 おおくま ゆう 広島市⽴広島市⺠病院脳神経外科 1086 291
⼤沢 伸⼀郎 おおさわ しんいちろう 東北⼤学病院救命救急センター 890 -
⼤沢 知⼠ おおさわ ともし 蒲郡市⺠病院脳神経外科 794 -
⼤下 純平 おおした じゆんぺい 広島⼤学⼤学院医⻭薬保健学研究科脳神経外科 566 -
⼤下 昇 おおした のぼる 下関医療センター脳神経外科 397 -
⼤島 幸亮 おおしま こうすけ ⽯岡循環器脳神経外科病院脳神経外科 513 200
⼤島 共貴 おおしま ともたか 愛知医科⼤学病院脳⾎管内治療センター 457 153
太⽥ 圭祐 おおた けいすけ 安城更⽣病院 脳神経外科 脳⾎管内治療センター 994 -
⼤⽥ 慎三 おおた しんぞう ⼤⽥記念病院脳神経外科 169 109
太⽥ 貴裕 おおた たかひろ 東京都⽴多摩総合医療センター脳神経外科 995 267
太⽥ 剛史 おおた つよし ⾼知医療センター脳神経外科 338 201
⼤⽥ 元 おおた はじめ 宮崎⼤学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野 66 80
⼤瀧 隼也 おおたき しゅんや 函館新都市病院脳神経外科 1431 -
⼤⾕ 敏幸 おおたに としゆき 深⾕⾚⼗字病院脳神経外科 891 -
⼤多和 賢登 おおたわ まさと 名古屋⼤学⼤学院医学系研究科脳神経外科 1432 -
⼤塚 俊宏 おおつか としひろ 千葉⻄総合病院脳神経外科 1189 -
⼤塚 快信 おおつか よしのぶ 町⽥市⺠病院脳神経内科 514 -
⼤友 朋⼦ おおとも ともこ 晃友脳神経外科眼科病院脳神経外科 1087 -
⼤⻄ 宏之 おおにし ひろゆき 英明会 ⼤⻄脳神経外科病院脳神経外科 567 221
⼤貫 陽⼀ おおぬき よういち 東海⼤学医学部付属⼤磯病院神経内科 892 -
⼤野 晋吾 おおの しんご 千葉⻄総合病院脳神経外科 170 -
⼤野 貴之 おおの たかゆき 名古屋市⽴東部医療センター脳神経外科 649 -
⼤野 誠 おおの まこと 国⽴がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科 996 -
⼤場 茂⽣ おおば しげお 藤⽥医科⼤学脳神経外科 1088 -
⼤庭 信⼆ おおば しんじ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構呉医療センター脳神経外科 259 -
⼤庭 秀雄 おおば ひでお 松江⾚⼗字病院脳神経外科 1433 -
⼤橋 智⽣ おおはし ともお 医療法⼈ ⽟⼼会 ⿅嶋ハートクリニック脳神経外科 398 -
⼤橋 経昭 おおはし みちあき 医療法⼈社団蘇⽣会蘇⽣会総合病院脳神経外科 67 202
⼤林 直彦 おおばやし なおひこ 松江⾚⼗字病院脳神経外科 339 -
⼤渕 英徳 おおぶち ひでのり 東京⼥⼦医科⼤学東医療センター脳神経外科 1310 -
⼤前 智也 おおまえ ともや ⼤曲厚⽣医療センター脳神経外科 1089 -
⼤村 真弘 おおむら まさひろ 名古屋市⽴⼤学⼤学院医学研究科 神経内科 650 -
⼤村 佳⼤ おおむら よしひろ 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院脳神経外科 1311 -
⼤桃 丈知 おおもも たけとも 直和会 平成⽴⽯病院 地域救急医療センター 68 -
⼤森 雄樹 おおもり ゆうき 熊本⼤学医学部附属病院脳神経外科 568 -
⼤屋 房⼀ おおや ふさかず 信州上⽥医療センター脳神経外科 171 -
⼤⼭ 浩史 おおやま ひろし 市⽴室蘭総合病院脳神経外科,救急センター 705 -
⼤脇 久敬 おおわき ひさゆき 社会医療法⼈誠光会 草津総合病院脳神経センター 69 90
⼤和⽥ 敬 おおわだ けい 市⽴福知⼭市⺠病院脳神経外科 260 -
岡 史朗 おか ふみあき ⼭⼝⼤学医学部脳神経外科 569 292
岡内 正信 おかうち まさのぶ ⾹川⼤学医学部附属病院脳神経外科 795 293
岡崎 貴仁 おかざき たかひと 広島⼤学病院脳神経外科 261 333
岡⽥ 明⼤ おかだ あきひろ 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 1434 -
緒⽅ 敦之 おがた あつし 佐賀⼤学医学部脳神経外科 651 222
岡⽥ 憲⼆ おかだ けんじ ⾼知県・⾼知市病院企業団⽴⾼知医療センター脳神経外科 997 -
岡⽥ 俊⼀ おかだ しゅんいち 地⽅独⽴⾏政法⼈ 新⼩⼭市⺠病院神経内科・脳⾎管内治療科 796 -
岡⽥ 卓也 おかた たくや 福岡⾚⼗字病院脳神経内科 998 -
岡⽥ 秀雄 おかだ ひでお 和歌⼭労災病院脳神経外科 515 223
岡⽥ 博史 おかだ ひろふみ 東京医科⼤学⼋王⼦医療センター脳神経外科 1090 -
岡原 美⾹ おかはら みか 新別府病院放射線科 262 -
尾上 亮 おがみ りよう マツダ（株）マツダ病院脳神経外科 458 -
岡村 朗健 おかむら あきたけ 太⽥川病院脳神経外科 1312 -
岡本 薫学 おかもと しげたか 社会医療法⼈⽯川記念会 HITO病院脳神経外科 893 268
岡本 宗司 おかもと そうし 富⼭県済⽣会富⼭病院脳神経外科 399 -
岡本 剛 おかもと たけし 名古屋第⼀⾚⼗字病院脳神経外科 70 69
岡本 紀善 おかもと のりよし 新百合ヶ丘総合病院脳神経外科 894 -
荻島 隆浩 おぎしま たかひろ 武蔵野⾚⼗字病院脳神経外科 1091 -
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荻野 暁義 おぎの あきよし ⽇本⼤学医学部脳神経外科 1313 -
荻野 英治 おぎの えいじ 宇治徳洲会病院脳神経外科 516 -
荻野 達也 おぎの たつや 中村記念病院脳神経外科 / 脳⾎管内治療センター 570 224
奥 ⾼⾏ おく たかゆき 健和会 ⼤⼿町病院脳神経外科 797 -
奥⽥ 智裕 おくだ ともひろ 国家公務員共済組合連合会浜の町病院脳神経外科脳神経外科 1435 -
奥永 知宏 おくなが ともひろ おくなが脳神経外科クリニック 798 -
奥村 浩隆 おくむら ひろたか 昭和⼤学脳神経外科 459 225
奥⼭ 翼 おくやま つばさ 放射線医学総合研究所脳機能イメージング研究部 1314 -
⼩倉 健紀 おぐら たけのり 平成紫川会 ⼩倉記念病院脳神経外科 999 -
⼩坂 恭彦 おさか やすひこ 医療法⼈社団 森迫脳神経外科脳神経外科 263 -
尾崎 聡 おざき さとし えびな脳神経外科 460 -
尾崎 沙耶 おざき さや 愛媛⼤学医学部医学系研究科脳神経外科 1190 -
⻑⽥ 貴洋 おさだ たかひろ 東海⼤学医学部付属⼋王⼦病院脳神経外科 718 -
⻑内 俊也 おさない としや 北海道⼤学病院脳神経外科 652 250
⼩澤 仁 おざわ ひとし 汐⽥総合病院脳神経外科 340 -
押⽅ 章吾 おしかた しょうご 新⼩⽂字病院脳神経外科 1191 -
織⽥ 惠⼦ おだ けいこ 南相⾺市⽴総合病院脳神経外科 896 -
落合 育雄 おちあい いくお 佐久総合病院佐久医療センター脳神経外科 719 -
落合 淳⼀郎 おちあい じゅんいちろう 東広島医療センター脳神経外科 1436 -
⻤塚 俊朗 おにつか としあき みなみ野病院リハビリテーション科 71 -
⻤塚 正成 おにづか まさなり ⻑崎北徳洲会病院脳神経外科 571 -
⼩野 功朗 おの いさお 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 1315 -
⼩野 健⼀郎 おの けんいちろう ⾃衛隊中央病院脳神経外科 897 -
⼩野塚 聡 おのづか さとし 川崎市⽴川崎病院脳外科 72 -
⼩野寺 英孝 おのでら ひでたか 聖マリアンナ医科⼤学横浜市⻄部病院脳神経外科 800 334
⼩幡 佳輝 おばた よしき 東京北医療センター脳神経外科 720 -
⼩原 健太 おはら けんた 帝京⼤学ちば総合医療センター脳神経外科 1437 -
尾原 信⾏ おはら のぶゆき 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院神経内科 572 294
尾本 幸治 おもと こうじ 医真会⼋尾総合病院脳神経外科 1438 -
織⽥ 祥⾄ おりた ようじ 中国労災病院脳神経外科 721 -
折⼾ 公彦 おりと きみひこ 久留⽶⼤学脳神経外科 722 -
恩⽥ 敏之 おんだ としゆき 特定医療法⼈医翔会 札幌⽩⽯記念病院脳神経外科 723 -

か 甲斐 康稔 かい やすとし ⿇⽣飯塚病院脳神経外科 1316 -
各務 宏 かがみ ひろし 済⽣会横浜市東部病院脳⾎管内治療科 461 -
蠣﨑 昭太 かきざき しょうた 慈恵会医科⼤学付属 葛飾医療センター脳神経外科 1317 -
垣⽥ 寛⼈ かきた ひろと 医療法⼈ 清仁会 シミズ病院脳神経外科 724 -
郭 樟吾 かく しょうご 脳神経外科東横浜病院脳神経外科 1001 295
郭 泰彦 かく やすひこ 朝⽇⼤学⻭学部附属村上記念病院脳神経外科 21 21
賀⽾ 泰之 かく やすゆき 熊本⼤学附属病院脳神経外科 1002 -
⾓本 孝介 かくもと こうすけ 新久喜総合病院脳神経外科 1003 -
掛樋 善明 かけひ よしあき 埼⽟⽯⼼会病院神経内科 1004 -
⿅児島 海衛 かごしま かいえ 前橋⾚⼗字病院脳神経外科 1318 -
笠倉 ⾄⾔ かさくら しげん 埼⽟医科⼤学国際医療センター脳⾎管内治療科 1192 -
加治 正知 かじ まさとも 済⽣会熊本病院脳卒中センター脳神経外科 264 -
梶川 隆⼀郎 かじかわ りゅういちろう 堺市⽴総合医療センター脳神経外科 573 -
梶原 洋介 かじはら ようすけ 医療法⼈社団 清⾵会 五⽇市記念病院脳神経外科 801 -
柏⽊ 淳之 かしわぎ じゆんじ ⼤分県⽴病院放射線科 341 -
柏崎 ⼤奈 かしわざき だいな 富⼭⼤学附属病院脳神経外科 725 -
梶原 ⼀輝 かじわら いっき 国⽴国際医療研究センター国府台病院脳神経外科 1319 -
梶原 壮翔 かじわら そうしょう 久留⽶⼤学病院脳神経外科 1439 -
梶原 佳則 かじわら よしのり 松⼭⾚⼗字病院脳神経外科 1193 -
粕⾕ 潤⼆ かすや じゆんじ 厚地脳神経外科病院神経内科 898 -
粕⾕ 泰道 かすや ひろみち 聖麗メモリアル病院脳神経外科 726 -
⾵川 清 かぜかわ きよし 福岡脳神経外科病院脳神経外科 22 22
⽚岡 丈⼈ かたおか たけと 北海道⼤野記念病院脳神経外科 75 91
⽚桐 彰久 かたぎり あきひさ 東京曳⾈病院脳神経外科 1320 -
⽚野 雄⼤ かたの たけひろ ⽇本医科⼤学付属病院神経・脳⾎管内科／脳卒中集中治療科 1194 -
⽚⼭ 重則 かたやま しげのり ⻄脇市⽴⻄脇病院脳神経外科 76 226
⽚⼭ 正輝 かたやま まさてる 東京⻭科⼤学市川総合病院脳神経外科 173 335
勝間⽥ 篤 かつまた あつし ⾹川県⽴中央病院脳神経外科 265 -
勝⼜ 雅裕 かつまた まさひろ 国家公務員共済組合連合会 ⻁の⾨病院脳神経⾎管内治療科 1321 -
荷堂 謙 かどう けん 医療法⼈社団 誠馨会 千葉メディカルセンター脳神経外科 574 -
加藤 宏⼀ かとう こういち 東京労災病院脳神経外科 802 296
加藤 ⼤地 かとう だいち 東京都⽴⼤塚病院脳神経外科 1322 -
加藤 貴之 かとう たかゆき 総合⼤雄会病院脳神経外科 653 -
加藤 直樹 かとう なおき 東京慈恵会医科⼤学脳神経外科 1440 -
加藤 徳之 かとう のりゆき 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 ⽔⼾医療センター脳神経外科 342 179
加藤 依⼦ かとう よりこ 横浜市⽴⼤学⼤学院医学研究科脳神経外科学 654 -
⾨岡 慶介 かどおか けいすけ ⻲⽥総合病院脳神経外科 899 -
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⾓野 喜則 かどの よしのり 堺市⽴総合医療センター脳神経外科 1092 -
⾨脇 光俊 かどわき みつとし ⿃取⼤学医学部附属病院脳神経外科 1093 -
⾦澤 隆三郎 かなざわ りゆうざぶろう 流⼭中央病院脳神経外科 266 135
⾦丸 拓也 かなまる たくや ⽇本医科⼤学付属病院脳卒中集中治療科 1441 -
⾦丸 英樹 かなまる ひでき 三重⼤学脳神経外科 1005 -
⾦⾕ 英明 かなや ひであき 獨協医科⼤学病院 脳神経外科 575 -
⾦⼦ 純也 かねこ じゅんや ⽇本医科⼤学多摩永⼭病院救命救急センター 803 -
⾦⼦ 直樹 かねこ なおき Ronald Reagan UCLA Medical CenterDivision of Interventional Neuroradiology 1442 -
兼⼦ 尚久 かねこ なおひさ ⼾⽥中央総合病院脳神経外科 804 -
⾦中 直輔 かねなか なおすけ 東京警察病院脳神経外科 脳⾎管内治療部 727 251
兼松 康久 かねまつ やすひさ 徳島⼤学脳神経外科 805 -
⾦丸 和也 かねまる かずや ⼭梨⼤学医学部附属病院脳神経外科 343 227
加納 清充 かのう きよみつ 朝⽇⼤学村上記念病院脳神経外科 1323 -
狩野 忠滋 かのう ただしげ 狩野脳神経外科医院脳神経外科 806 -
加納 利和 かのう としかず 川⼝市⽴医療センター脳神経外科 1324 -
⿅⼦ 裕介 かのこ ゆうすけ 藤枝市⽴総合病院放射線診断科 1443 -
釜本 ⼤ かまもと だい 慶應義塾⼤学病院脳神経外科 1444 -
上笹 航 かみささ わたる 社会医療法⼈かりゆし会 ハートライフ病院脳神経外科 807 -
上出 智也 かみで ともや 埼⽟医科⼤学国際医療センター脳神経外科 1094 -
神⾕ 実佳 かみや みか 焼津市⽴総合病院放射線診断・IVR科 900 -
神⾕ 雄⼰ かみや ゆうき 昭和⼤学江東豊洲病院脳神経内科 655 269
神吉 しづか かみよし しづか ⻄宮渡辺⼼臓・⾎管センター脳外科・脳卒中センター 901 -
⻲澤 孝 かめざわ たかし 医療法⼈財団浩誠会霧島杉安病院脳神経外科 344 -
⻲⽥ 勝治 かめだ かつはる 新古賀病院脳神経外科 1445 -
唐鎌 淳 からかま じゅん 東京医科⻭科⼤学脳神経外科脳神経外科 1006 -
烏⾕ 博英 からすだに ひろひで 松⼾市⽴総合医療センター脳神経外科 80 -
川井 正統 かわい まさと 若草第⼀病院脳神経外科 1446 -
川上 理 かわかみ おさむ 京都医療センター脳神経外科 1095 -
川上 太⼀郎 かわかみ たいちろう ⼤阪市⽴⼤学医学部付属病院脳神経外科 462 -
河北 賢哉 かわきた けんや ⾹川⼤学医学部附属病院救命救急センター 463 -
川⼝ 匠 かわぐち たくみ 和歌⼭県⽴医科⼤学脳神経外科 1007 -
川⼝ 礼雄 かわぐち れお 愛知医科⼤学脳神経外科 1447 -
川久保 潤⼀ かわくぼ じゆんいち かわくぼ脳神経外科脳神経外科 728 -
川添 琢磨 かわそえ たくま 潤和リハビリテーション振興財団 潤和会記念病院脳神経外科 464 -
河⽥ 幸波 かわだ さなみ 岡⼭旭東病院脳神経外科 400 -
川⻄ 正彦 かわにし まさひこ ⾹川⼤学医学部附属病院脳神経外科 82 81
川⻄ 昌浩 かわにし まさひろ 武⽥総合病院脳神経外科 83 -
川⻄ 裕 かわにし ゆう ⾼知⼤学医学部脳神経外科 1325 -
川野 弘⼈ かわの ひろと 福岡脳神経外科病院脳神経外科 1326 -
河野 能久 かわの よしひさ JAとりで総合医療センター脳神経外科 401 -
川端 修平 かわばた しゅうへい ⼤阪⼤学医学部附属病院脳神経外科 1448 -
川端 康弘 かわばた やすひろ 京都桂病院脳神経外科 808 -
川堀 真⼈ かわぼり まさひと 北海道⼤学⼤学院医学研究科脳神経外科 1195 -
川村 康博 かわむら やすひろ 医療法⼈⼤真会 ⼤隈病院脳神経外科 223 -
河村 洋介 かわむら ようすけ 獨協医科⼤学埼⽟医療センター脳神経外科 1096 -
川本 仁志 かわもと ひとし ⼭⽥記念病院脳神経外科 174 -
⽡葺 健太郎 かわらぶき けんたろう ⿅教湯三才⼭リハビリテーションセンター ⿅教湯病院脳神経外科 656 -
菅 ⼀成 かん いっせい 東京慈恵会医科⼤学付属病院脳神経外科 902 336
神⽥ 佳恵 かんだ よしえ 蒲郡市⺠病院脳神経外科 657 -
神原 瑞樹 かんばら みずき 島根⼤学医学部脳神経外科 1196 -
⽊内 貴史 きうち たかふみ 飯⽥市⽴病院脳神経外科 1327 -
岐浦 禎展 きうら よしひろ 県⽴広島病院脳神経外科・脳⾎管内治療科 224 110
菊地 統 きくち おさむ 苫⼩牧⽇翔病院脳神経外科 518 -
菊池 隆幸 きくち たかゆき 京都⼤学 ⼤学院 医学研究科脳神経外科 576 297
菊池 登志雄 きくち としお 岩⼿県⽴胆沢病院脳神経外科 809 -
菊池 ⽂平 きくち ぶんぺい 新潟県⽴中央病院脳神経外科 465 298
菊地 亮吾 きくち りょうご 平塚市⺠病院脳神経外科 1197 -
岸 昌宏 きし まさひろ ⼤阪警察病院脳神経外科 1328 -
岸⽥ 夏枝 きしだ なつえ 市⽴⻑浜病院脳神経外科 1329 -
岸野 洋⼦ きしの ようこ 済⽣会和歌⼭病院脳神経外科 955 -
⽊嶋 教⾏ きじま のりゆき ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科脳神経外科 1198 -
⽊多 真也 きだ しんや きだクリニック 84 -
北川 直毅 きたがわ なおき ⻑崎労災病院脳神経外科 85 -
北澤 圭⼦ きたざわ けいこ 信楽園病院脳神経外科 519 -
北島 英⾂ きたじま ひでおみ ⼟岐市⽴総合病院脳神経外科 466 -
⽊⾕ 知樹 きだに ともき ⼤阪医療センター脳神経外科 1330 -
⽊⾕ 尚哉 きだに なおや 岡⼭⼤学病院脳神経外科 1449 -
北野 貴也 きたの たかや ⼤阪⼤学医学部神経内科 1450 -
北原 孝宏 きたはら たかひろ 京都⼤学⼤学院医学研究科脳病態⽣理学講座 1199 -
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北村 ⾼之 きたむら たかゆき 順天堂⼤学医学部附属静岡病院脳神経外科 1451 -
北村 拓海 きたむら たくみ 中東遠総合医療センター脳神経外科 1331 -
北村 智章 きたむら ともあき 滋賀医科⼤学脳神経外科 1200 -
⽊附 宏 きづき ひろし ⼾⽥中央総合病院脳神経外科 577 -
⽊⼾⼝ 慶司 きどぐち けいじ 加古川中央市⺠病院脳神経外科 578 -
⽊⼾⼝ 正宗 きどぐち まさむね 市⽴敦賀病院脳神経外科 1452 -
⽊内 智也 きのうち ともや 徳島市⺠病院 脳神経外科 903 -
紀之定 昌則 きのさだ まさのり 倉敷中央病院脳神経外科 1201 -
⽊下 直⼈ きのした なおと 広島⼤学病院脳神経内科 1453 -
⽊下 由宇 きのした ゆう 札幌禎⼼会病院脳神経外科 1454 -
⽊部 明理 きべ あかり 藤元総合病院脳神経外科 1332 -
⽊村 尚平 きむら しょうへい 東⼾塚記念病院脳神経外科 1455 -
⽊村 尚⼈ きむら なおと 岩⼿県⽴中央病院脳神経外科 520 337
⽊村 新 きむら はじめ 市⽴東⼤阪医療センター脳神経外科 1008 -
⽊村 浩晃 きむら ひろあき 埼⽟医科⼤学国際医療センター神経内科・脳卒中内科 810 -
⽊村 僚太 きむら りょうた 清恵会病院脳神経外科 729 -
⽊本 敦史 きもと あつし 社会医療法⼈寿会 富永病院脳神経外科 402 -
清末 ⼀路 きよすえ ひろ ⼤分⼤学医学部附属病院放射線部 87 61
清本 政 きよもと まさる 関東中央病院脳神経外科 1456 -
⾦ 相年 きん そうねん 札幌医科⼤学医学部脳神経外科 730 270
錦古⾥ 武志 きんこり たけし 岡崎市⺠病院脳神経外科 521 -
⾦城 典⼈ きんじょう のりと 松本病院脳神経外科 1097 -
久⾙ 宮仁 くがい みやひと 医療法⼈寿会富永病院脳神経外科 1098 -
⽇下 昇 くさか のぼる 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 岩国医療センター脳神経外科 267 338
草野 義和 くさの よしかず ⻑野市⺠病院脳⾎管内治療科 658 -
⼯藤 陽平 くどう ようへい ⼀般財団法⼈ 三友堂病院脳神経外科 811 -
國枝 武伸 くにえだ たけのぶ 関⻄医科⼤学神経内科 467 -
國枝 武治 くにえだ たけはる 愛媛⼤学⼤学院医学系研究科脳神経外科 468 -
久保 毅 くぼ たけし ⼤分⼤学医学部脳神経外科学 346 -
久保 ⽂克 くぼ ふみかつ ⿅児島県⽴⼤島病院脳神経外科 904 -
久保 道也 くぼ みちや 富⼭県済⽣会富⼭病院脳卒中センター 脳神経外科 88 70
久保⽥ 俊介 くぼた しゆんすけ 千葉メディカルセンター脳神経外科 579 -
久保⽥ 司 くぼた つかさ 医療法⼈ 秀友会 札幌秀友会病院脳神経外科 175 154
久保⽥ 尚 くぼた ひさし 和泉市⽴総合医療センター脳神経外科 905 -
熊⾕ 光祐 くまがい こうすけ 防衛医科⼤学校脳神経外科 1202 -
熊⾕ 廣太郎 くまがい こうたろう 東京都保健医療公社豊島病院脳神経外科 906 -
熊⾕ 孝 くまがい たかし ⼭形県⽴中央病院脳神経外科 89 -
熊⾕ 哲也 くまがい てつや 社会医療法⼈若弘会 若草第⼀病院脳神経外科 1099 -
熊坂 明 くまさか あきら 医療法⼈社団蛍⽔会 名⼾ヶ⾕あびこ病院脳神経外科 403 -
倉⽥ 彰 くらた あきら ⻘葉台脳神経外科・内科 90 51
倉部 聡 くらべ さとし ⼭形県⽴中央病院脳神経外科 1457 -
倉前 卓実 くらまえ たくみ 栃⽊医療センター脳神経外科 1100 -
蔵本 要⼆ くらもと ようじ 兵庫医科⼤学脳神経外科 522 228
栗原 伴佳 くりばら ともよし 札幌医科⼤学付属病院脳神経外科 1333 -
呉島 誠 くれしま まこと 北九州総合病院脳神経外科 580 -
⿊岩 輝壮 くろいわ てるまさ 社会医療法⼈北⽃ 北⽃病院脳神経外科 脳⾎管内治療センター 91 71
⿊⽊ 亮太 くろぎ りょうた 福岡徳洲会病院脳神経外科 1203 -
⿊⽥ 淳⼦ くろだ じゅんこ 907 -
⿊⼭ 貴弘 くろやま たかひろ 社会医療法⼈神鋼記念会 神鋼記念病院脳神経外科 1101 -
桑島 淳⽒ くわじま あつうじ 昭和⼤学病院脳神経外科 1334 -
桑原 政志 くわばら まさし 広島⼤学病院脳神経外科 1335 -
桑⼭ ⼀⾏ くわやま かずゆき 神⼾中央病院脳神経外科 812 -
桑⼭ 直也 くわやま なおや 富⼭⼤学附属病院脳⾎管内治療科 23 23
源甲斐 信⾏ げんかい のぶゆき ⽴川総合病院脳神経外科 706 -
⼩泉 聡 こいずみ さとし 東京⼤学医学部附属病院脳神経外科 1009 -
⼩泉 孝幸 こいずみ たかゆき ⽵⽥綜合病院脳神経外科 92 -
⼩磯 隆雄 こいそ たかお ⽇⽴総合病院脳神経外科 1336 -
⾼下 純平 こうげ じゅんぺい 国⽴循環器病研究センター脳⾎管内科 1102 -
郷⽥ 周 ごうだ まこと ⼤分市医師会⽴アルメイダ病院脳神経外科 908 -
甲⽥ 将章 こうた まさあき 神⼾⼤学附属病院脳神経外科 909 -
合⽥ 亮平 ごうだ りょうへい 宇治徳洲会病院脳神経外科 1458 -
河野 健⼀ こうの けんいち 659 253
河野 智之 こうの ともゆき 国⽴病院機構⼤阪医療センター脳卒中内科 910 -
神⼭ 信也 こうやま しんや 埼⽟医科⼤学国際医療センター脳⾎管内治療科 176 136
⾼麗 雅章 こうらい まさあき 徳島⼤学脳神経外科 1459 -
⽯澤 錠⼆ こくざわ じようじ 朝⽇⼤学⻭学部附属村上記念病院脳神経外科 177 137
古⼝ 徳雄 こぐち よりお 千葉県救急医療センター神経系治療科 347 -
國分 康平 こくぶん こうへい 秋⽥県⽴循環器・脳脊髄センター第2脳神経外科 1103 -
⼩島 昭雄 こじま あきお こじま脳神経外科クリニック脳神経外科 660 -
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⼩嶋 篤浩 こじま あつひろ さいたま市⽴病院脳神経外科 523 -
⼩島 隆⽣ こじま たかお 公⽴⼤学法⼈ 福島県⽴医科⼤学脳神経外科学講座 225 111
⼩⾕ 嘉則 こたに よしのり 岐⾩市⺠病院脳神経外科 1337 -
児⽟ 智信 こだま とものぶ 東京慈恵会医科⼤学脳神経外科 348 -
⽊次 将史 こつぎ まさし 奈良県⽴医科⼤学付属病院脳神経外科 1338 -
後藤 暁⼦ ごとう あきこ 公⽴館林厚⽣病院脳神経外科 731 -
後藤 昌三 ごとう しようぞう 公⽴館林厚⽣病院脳神経外科 179 -
後藤 忠輝 ごとう ただてる ⻄湘病院脳神経外科 911 -
後藤 晴雄 ごとう はるお 獨協医科⼤学病院脳神経外科 1460 -
後藤 正憲 ごとう まさのり ⽥附興⾵会北野病院脳神経外科 661 -
後藤 正幸 ごとう まさゆき 茨城⻄南医療センター病院 1339 -
後藤 雄⼤ ごとう ゆうだい 京都第⼀⾚⼗字病院脳神経外科 1461 -
後藤 芳明 ごとう よしあき 会津中央病院脳神経外科 1204 -
古⻄ 崇寛 こにし たかひろ 筑波メディカルセンター病院放射線科 1462 -
⼩⻄ 善史 こにし よしふみ ⻄湘病院脳神経外科 4 4
⼩林 英⼀ こばやし えいいち 千葉⼤学医学部附属病院 脳神経外科 94 93
⼩林 和樹 こばやし かずき 津⼭中央病院脳神経外科 1463 -
⼩林 和⼈ こばやし かずと 伊勢⾚⼗字病院脳⾎管内治療科 1010 -
⼩林 聡 こばやし さとし 札幌⿇⽣脳神経外科病院脳神経外科 1464 -
⼩林 繁樹 こばやし しげき 千葉療護センター 24 24
⼩林 潤也 こばやし じゅんや 国⽴病院機構 ⼤阪南医療センター脳⾎管内科 405 -
⼩林 望 こばやし のぞむ 脳神経外科のぞみクリニック 226 112
⼩松 克也 こまつ かつや 札幌医科⼤学医学部脳神経外科 1011 -
⼩松原 弘⼀郎 こまつばら こういちろう 久我⼭病院脳神経外科 814 -
⼩南 修史 こみなみ しゅうし ⽇本医科⼤学千葉北総病院脳神経外科 95 180
⼩宮⼭ 雅樹 こみやま まさき ⼤阪市⽴総合医療センター脳⾎管内治療科 25 25
⼩室 太郎 こむろ たろう 市⽴⻑浜病院脳神経センター 脳神経外科 1012 -
古明地 孝宏 こめいち たかひろ 砂川市⽴病院脳神経外科 406 -
⼩柳 正⾂ こやなぎ まさおみ 兵庫県⽴尼崎総合医療センター脳神経外科 470 203
⼩⼭ 俊⼀ こやま しゅんいち JCHO東京⼭⼿メディカルセンター脳神経外科 733 -
⼩⼭ 淳⼀ こやま じゆんいち 信州⼤学医学部附属病院脳⾎管内治療センター 349 229
⽊幡 ⼀磨 こわた かずま 医療法⼈社団美⼼会 ⿊沢病院脳神経外科 1205 -
⾦藤 公⼈ こんどう きみと 社会医療法⼈ 北⽃ 北⽃病院脳神経内科 815 -
近藤 康介 こんどう こうすけ 東邦⼤学医療センター⼤森病院脳神経外科 407 204
近藤 浩 こんどう ひろし 県⽴広島病院脳神経外科 912 -
近藤 ⻯史 こんどう りゆうし 埼⽟⽯⼼会病院脳神経外科 408 181
近藤 礼 こんどう れい ⼭形市⽴病院 済⽣館脳神経外科 524 182
紺野 広 こんの ひろむ ⼋⼾⾚⼗字病院脳⾎管外科 268 -

さ ⿑⽊ 雅章 さいき まさあき ⼤津⾚⼗字病院脳神経外科 734 -
⿑藤 徹 さいとう あきら 公⽴昭和病院脳神経外科 1340 -
斎藤 克也 さいとう かつや ⾜利⾚⼗字病院脳神経外科 1104 -
齋藤 清貴 さいとう きよたか 宮崎⼤学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野 1013 -
齋藤 祥⼆ さいとう しょうじ 新潟⼤学医⻭学総合病院脳神経外科 1465 -
齋藤 新 さいとう しん ⼀般財団法⼈ 黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター内科 1206 -
⿑藤 智成 さいとう ともなり NTT東⽇本関東病院脳⾎管内科 1207 -
齋藤 浩史 さいとう ひろし ⻲⽥総合病院脳神経外科 1105 -
⿑藤 仁⼗ さいとう まさと 旭川医科⼤学脳神経外科 914 -
嵯峨 健広 さが たけひろ 旭川医科⼤学脳神経外科 1341 -
坂 真⼈ さか まこと ⿊川病院脳神経外科 816 -
坂井 千秋 さかい ちあき 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院臨床研究推進センター⾼難度研究推進部 269 94
坂井 信幸 さかい のぶゆき 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院脳神経外科部⻑ 26 26
酒井 秀樹 さかい ひでき 国⽴病院機構豊橋医療センター脳神経外科 96 95
坂井 英⽣ さかい ひでき 雪の聖⺟会聖マリア病院脳神経外科 1466 -
阪井⽥ 博司 さかいだ ひろし 桑名市総合医療センター脳卒中センター・脳神経外科 180 127
坂⼝ 学 さかぐち まなぶ ⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪急性期・総合医療センター神経内科 409 -
坂⽥ 純⼀ さかた じゅんいち 公⽴豊岡病院組合⽴豊岡病院脳神経外科 1467 -
坂⽥ 洋之 さかた ひろゆき 東北⼤学⼤学院神経外科学分野 1014 -
坂⽥ 義⼈ さかた よしひと ⻄横浜国際総合病院脳神経外科 410 -
坂本 王哉 さかもと きみや 釧路労災病院脳神経外科 817 -
坂本 繁幸 さかもと しげゆき 広島⼤学病院脳神経外科 270 138
阪本 ⼤輔 さかもと だいすけ 兵庫医科⼤学脳神経外科 525 -
坂本 広喜 さかもと ひろき 東京医科⼤学病院脳神経外科 915 -
坂本 誠 さかもと まこと ⿃取⼤学医学部附属病院 脳神経外科 227 113
相良 佳⼦ さがら よしこ ⼤分県厚⽣連鶴⾒病院放射線科 350 -
作⽥ 健⼀ さくた けんいち 東京慈恵会医科⼤学附属柏病院 神経内科 1106 -
佐⼝ 隆之 さぐち たかゆき 佐⼝脳神経外科・内科クリニック 471 -
櫻井 寿郎 さくらい じゆろう 旭川⾚⼗字病院脳神経外科 351 -
櫻井 靖夫 さくらい やすお 医療法⼈回⽣会宝塚病院脳神経外科 818 -
佐々⽊ 庸 ささき いさお 社会医療法⼈ ささき会 藍の都脳神経外科病院脳神経外科 582 -
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佐々⽊ 哲郎 ささき てつお 伊那中央病院脳神経外科 662 -
佐々⽊ 夏⼀ ささき なつひ 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院脳神経外科 1468 -
佐々⽊ 亮 ささき まこと 聖隷横浜病院脳⾎管センター脳神経外科 735 -
佐々⽊ 雄⼀ ささき ゆういち 厚⽊市⽴病院脳神経外科 1107 -
笹森 寛⽣ ささもり ひろき 杏林⼤学医学部付属病院脳神経外科医局 1108 -
定⽅ 英作 さだかた えいさく ⻑崎みなとメディカルセンター脳神経外科 1469 -
定藤 章代 さだとう あきよ 藤⽥医科⼤学脳神経外科 97 52
貞廣 浩和 さだひろ ひろかず ⼭⼝⼤学医学部附属病院脳神経外科 1015 -
定政 信猛 さだまさ のぶたけ 康⽣会武⽥病院脳神経外科 1109 -
貞村 祐⼦ さだむら ゆうこ 川内市医師会⽴市⺠病院脳神経外科 1342 -
佐藤 栄志 さとう えいし ⽔⼾ブレインハートセンター脳神経外科 98 139
佐藤 和彦 さとう かずひこ 鶴岡市⽴荘内病院脳神経外科 583 -
佐藤 公俊 さとう きみとし 清仁会シミズ病院脳神経外科 819 -
佐藤 圭輔 さとう けいすけ 富⼭県⽴中央病院脳神経外科 1110 -
佐藤 健⼀ さとう けんいち ⼀般財団法⼈広南会 広南病院⾎管内脳神経外科 663 230
佐藤 浩⼀ さとう こういち 徳島⾚⼗字病院⾎管内治療科 5 5
佐藤 晃之 さとう こうじ 国⽴病院機構 ⾼崎総合医療センター脳神経外科 736 -
佐藤 俊 さとう しゅん ⽇本医科⼤学脳神経外科 1016 -
佐藤 慎 さとう しん ⽇本医科⼤学多摩永⼭病院救命救急センター 1208 -
佐藤 慎治 さとう しんじ ⼭形市⽴病院済⽣館脳卒中センター 1209 -
佐藤 慎祐 さとう しんすけ 聖路加国際病院脳神経外科、神経⾎管内治療科 737 299
佐藤 ⼤輔 さとう だいすけ 慈泉会 相澤病院脳⾎管内治療センター 472 -
佐藤 岳史 さとう たけし 市⽴⻑浜病院脳神経外科 1111 -
佐藤 徹 さとう てつ 国⽴循環器病研究センター脳神経外科 181 114
佐藤 直樹 さとう なおき 枡記念病院脳神経外科 738 -
佐藤 博明 さとう ひろあき 東京警察病院脳神経外科 脳卒中センター 脳⾎管内治療科 182 96
佐藤 雅基 さとう まさき 佐藤脳神経外科脳神経外科 1210 -
佐藤 允之 さとう まさゆき 筑波⼤学脳神経外科 584 231
佐藤 裕 さとう ゆう 松阪中央総合病院脳神経外科 739 -
佐藤 洋平 さとう ようへい 武蔵野⾚⼗字病院脳神経外科 352 300
⾥⾒ 淳⼀郎 さとみ じゆんいちろう きたじま⽥岡病院脳神経外科 183 97
佐野 貴則 さの たかのり 伊勢⾚⼗字病院脳神経外科 585 -
佐野 徳隆 さの のりたか 福井⾚⼗字病院脳神経外科 1343 -
佐原 範之 さはら のりゆき 福岡⾚⼗字病院脳神経内科 1344 -
佐原 佳之 さはら よしゆき さくら総合病院脳神経外科 271 -
澤⽥ 佳奈 さわだ かな 東京ベイ・浦安市川医療センター脳神経外科 1345 -
澤⽥ 元史 さわだ もとし 松波総合病院脳神経外科 228 155
三本⽊ 良紀 さんぼんぎ よしき 桜⼗字福岡病院内科 820 -
重⽥ 恵吾 しげた けいご 国⽴病院機構災害医療センター脳神経外科 272 205
重畠 裕也 しげはたけ ゆうや ⿅児島市⽴病院神経内科 1211 -
重松 朋芳 しげまつ ともよし ⼤阪⼤学医学部脳神経外科 664 -
重松 秀明 しげまつ ひであき 東海⼤学医学部付属病院脳神経外科 1212 -
宍⼾ 肇 ししど はじめ ⾹川⼤学医学部附属病院救命救急センター 1470 -
設楽 智史 したら さとし 滋賀医科⼤学脳神経外科 1017 -
品川 勝弘 しながわ かつひろ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 東広島医療センター脳神経外科 821 -
篠⽥ 純 しのだ じゆん 永寿総合病院脳神経外科 526 -
篠⽥ 成英 しのだ なりひで 六⼼会 恒⽣病院脳神経外科 916 -
篠原 毅之 しのはら たかゆき 甲府脳神経外科病院脳神経外科 1112 -
篠原 禎雄 しのはら ただお 藤沢市⺠病院脳神経外科 917 -
芝 真⼈ しば まさと 三重⼤学⼤学院医学系研究科脳神経外科 918 -
芝⽥ 純也 しばた すみや ⽴命館⼤学⾐笠総合研究機構 740 -
柴⽥ 帝式 しばた ていしき 名古屋市⽴⻄部医療センター脳神経外科 1018 -
柴⽥ 益成 しばた ますなり 天理よろづ相談所病院脳神経内科 527 -
柴⽥ 裕次 しばた ゆうじ ときわ病院脳神経外科 353 -
柴内 ⼀夫 しばない かずお 北上済⽣会病院脳神経外科 822 -
芝野 克彦 しばの かつひこ 医誠会病院脳神経外科 823 -
柴原 ⼀陽 しばはら いちよう 北⾥⼤学病院脳神経外科 1019 -
渋川 正顕 しぶかわ まさあき 荒⽊脳神経外科病院脳神経外科 273 -
澁⾕ 航平 しぶや こうへい 新潟⼤学脳研究所脳神経外科 1471 -
渋⾕ 肇 しぶや ただし 東京曳⾈病院脳神経外科 27 27
島 彰吾 しま しょうご 聖路加国際病院脳神経外科 1472 -
嶋⼝ 英俊 しまぐち ひでとし 会⽥記念リハビリテーション病院脳神経外科 229 -
島⽥ 篤 しまだ あつし 公⽴阿伎留医療センター脳神経外科 354 -
島⽥ 健司 しまだ けんじ 徳島⼤学病院脳神経外科 1213 -
島⽥ 隆⼀ しまだ りゆういち ⼤分⼤学附属病院放射線科 586 -
嶋村 則⼈ しまむら のりひと 弘前⼤学院医学部研究科脳神経外科 411 156
清⽔ 寛平 しみず かんぺい 京都⼤学医学部付属病院脳神経外科 1214 -
清⽔ 崇 しみず たかし 上尾中央総合病院脳神経外科 412 232
清⽔ 豪⼠ しみず たけし ⼤⼿前病院脳神経外科 1473 -
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清⽔ ⽴⽮ しみず たつや 群⾺⼤学医学部附属病院脳神経外科 473 206
清⽔ 俊夫 しみず としお イムス明理会仙台総合病院脳神経外科 274 -
清⽔ 信⾏ しみず のぶゆき 横浜市⽴⼤学医学部附属病院脳神経外科 741 254
清⽔ 久央 しみず ひさお 市⽴奈良病院神経内科 1020 -
清⽔ 史記 しみず ふみのり 清仁会シミズ病院脳神経外科 587 -
下 ⼤輔 しも だいすけ 神鋼記念病院脳神経外科 1474 -
下岡 直 しもおか なお 若草第⼀病院脳神経外科 1475 -
下川原 ⽴雄 しもかわら たつお 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構奈良医療センター脳神経外科 824 -
下⾥ 倫 しもざと りん JCHO東京新宿メディカルセンター医局 脳神経⾎管内治療科 1113 -
下⽥ 健太郎 しもだ けんたろう 川⼝市⽴医療センター脳神経外科 1346 -
下⽥ 祐介 しもだ ゆうすけ 北海道医療センター脳神経外科 1215 -
下鶴 哲郎 しもづる てつろう いちき串⽊野市医師会⽴脳神経外科センター 100 -
下永 皓司 しもなが こうじ 広島市⽴安佐市⺠病院脳神経外科 1021 -
下吹越 航 しもひごし わたる 横浜南共済病院脳神経外科 1347 -
庄司 拓⼤ しょうじ たくひろ 東北医科薬科⼤学脳神経外科 1476 -
庄島 正明 しようじま まさあき 埼⽟医科⼤学総合医療センター脳神経外科 355 157
正⽥ ⼤介 しょうだ だいすけ 済⽣会松⼭病院脳神経外科 356 -
⼩⽥ 恭弘 しようだ やすひろ 東朋⼋尾病院脳外科 230 -
⽩⽯ 俊隆 しらいし としたか 愛せる⺟・スピリチュアルクリニック 101 -
⽩神 俊祐 しらが しゅんすけ ⾦沢医科⼤学脳神経外科医局 665 -
⽩川 学 しらかわ まなぶ 兵庫医科⼤学病院脳神経外科 528 -
⽩⼟ 充 しらと みつる 京都中部総合医療センター脳神経外科 357 -
⽩⽔ 秀樹 しらみず ひでき 森⼭記念病院脳神経外科 825 -
新帯 ⼀憲 しんたい かずのり 名古屋第⼆⾚⼗字病院脳神経外科 1114 -
新⾕ 亜紀 しんたに あき 阪南市⺠病院脳神経外科 666 -
新堂 敦 しんどう あつし ⾹川⼤学医学部附属病院 脳神経外科 184 115
進藤 孝⼀郎 しんどう こういちろう 中村記念病院脳神経外科 1216 -
進藤 誠悟 しんどう せいご 熊本⾚⼗字病院神経内科 1022 -
神徳 亮介 しんとく りょうすけ 深⾕⾚⼗字病院脳神経外科 1348 -
新保 淳輔 しんぼ じゅんすけ 新潟市⺠病院脳卒中科 742 -
新保 ⼤輔 しんぼ だいすけ ⼿稲渓仁会病院脳神経外科 1115 -
神保 康志 じんぼ やすし ⻑岡⾚⼗字病院脳神経外科 919 339
ｽｨｰﾜｯﾀﾅｸﾝ
ｷｯﾃｨﾎﾟﾝ
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東海⼤学医学部附属病院脳神経外科 345 252

末永 潤 すえなが じゅん 横浜市⽴⼤学脳神経外科 1477 -
菅 康郎 すが やすお 東京都⽴広尾病院脳神経外科 920 -
菅⽥ 真⽣ すがた せい びろうの樹脳神経外科 474 -
菅原 孝⾏ すがわら たかゆき 岩⼿県⽴中央病院脳神経外科 102 83
杉⽣ 憲志 すぎう けんじ 岡⼭⼤学医学部  脳神経外科 28 28
杉浦 史郎 すぎうら しろう 星ヶ丘医療センター脳卒中内科・脳⾎管内治療科 588 -
杉浦 由理 すぎうら ゆり 市⽴豊中病院神経内科 1217 -
杉浦 嘉樹 すぎうら よしき 獨協医科⼤学埼⽟医療センター脳神経外科 1349 -
杉⽥ 憲司 すぎた けんじ ⼀ノ宮脳神経外科病院脳神経外科 1350 -
杉野 ⽂彦 すぎの ふみひこ 蒲郡市⺠病院脳神経外科 275 -
杉原 正浩 すぎはら まさひろ 兵庫県⽴姫路循環器病センター脳神経外科 921 -
杉村 勇輔 すぎむら ゆうすけ 杉村病院脳神経内科 1351 -
杉本 哲朗 すぎもと てつあき 宮崎県⽴ ⽇南病院脳神経外科 589 -
杉⼭ 夏来 すぎやま なつき 順天堂⼤学静岡病院脳神経外科 医局 1352 -
鈴⽊ ⼀郎 すずき いちろう ⼋⼾市⺠病院⾎管内脳神経外科 529 207
鈴⽊ 宰 すずき おさむ 名古屋掖済会病院脳神経外科 276 340
鈴⽊ ⼀幹 すずき かずもと 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院脳神経外科 1218 -
鈴⽊ 啓太 すずき けいた ⼩倉記念病院脳神経外科 1353 -
鈴⽊ 健吾 すずき けんご 新さっぽろ脳神経外科病院脳神経外科 1116 -
鈴⽊ 健司 すずき けんじ すずき脳神経クリニック脳神経外科 413 -
鈴⽊ 謙介 すずき けんすけ 獨協医科⼤学埼⽟医療センター脳神経外科 358 208
鈴⽊ 健太郎 すずき けんたろう ⽇本医科⼤学付属病院神経内科（第２内科） 922 301
鈴⽊ 浩⼆ すずき こうじ 千葉県救急医療センター神経系治療科 826 -
鈴⽊ 祥⽣ すずき さちお 聖隷横浜病院脳⾎管センター 脳神経外科・脳⾎管内治療科 359 158
鈴⽊ 孝典 すずき たかのり 総合病院 国保旭中央病院脳神経外科 1478 -
鈴⽊ 健也 すずき たけや 藤⽥医科⼤学医学部脳卒中科 1219 -
鈴⽊ 倫明 すずき ともあき 新潟⼤学脳研究所脳神経外科 923 -
鈴⽊ 雅規 すずき まさのり ⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院脳神経外科 667 255
鈴⽊ 康隆 すずき やすたか 藤井脳神経外科病院 924 -
鈴⽊ 保宏 すずき やすひろ いわき市医療センター脳神経外科 590 -
鈴⽊ 泰篤 すずき やすひろ 柏たなか病院脳神経外科 1354 -
鈴⽊ 脩⽃ すずき ゆうと 釧路孝仁会記念病院脳神経外科医局 1479 -
鈴⽊ 良介 すずき りょうすけ ⼩⽥原市⽴病院脳神経外科 1480 -
鈴⽊ 亮太郎 すずき りょうたろう 獨協医科⼤学埼⽟医療センター脳神経外科 925 -
鈴⼭ 堅志 すずやま けんじ 唐津⾚⼗字病院脳神経外科 1220 -
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須⽥ 良孝 すだ よしたか 由利組合総合病院脳神経外科 231 -
春原 匡 すのはら ただし 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院脳神経外科 1481 -
須磨 健 すま たけし ⽇本⼤学医学部脳神経外科 360 302
⾓ 真佐武 すみ まさたけ 国⽴循環器病研究センター脳神経外科 1482 -
壽美⽥ ⼀貴 すみた かずたか 東京医科⻭科⼤学附属病院⾎管内治療科 591 341
陶⼭ 謙⼀郎 すやま けんいちろう 藤⽥医科⼤学医学部脳卒中科脳卒中科 1355 -
須⼭ 武裕 すやま たけひろ 関⻄医⼤総合医療センター脳神経外科 232 140
須⼭ 嘉雄 すやま よしお 藤⽥医科⼤学脳卒中科 592 271
清⽥ 満 せいだ みつる 東京都保健医療公社 豊島病院脳神経外科 361 -
関 隆史 せき たかし コスモ脳神経外科脳神経外科 414 -
関原 嘉信 せきはら よしのぶ 医療法⼈社団 誠馨会 新東京病院脳神経外科 743 -
瀬⼭ 剛 せやま ごう 広島⼤学病院脳神経外科 1117 -
脊⼭ 英徳 せやま ひでのり 逗⼦脳神経外科クリニック 668 -
宗 剛平 そう ごうへい 済⽣会⻑崎病院脳神経外科 744 -
曽我部 周 そがべ しゅう 四国こどもとおとなの医療センター脳神経外科 1023 -
園⽥ 和隆 そのだ かずたか 済⽣会福岡総合病院脳神経内科 1118 -
園部 真也 そのべ しんや ⼤崎市⺠病院脳神経外科 1221 -
園部 眞 そのべ まこと 社会保険診療報酬⽀払基⾦茨城⽀部 医療顧問 6 6
反町 隆俊 そりまち たかとし 東海⼤学脳神経外科 104 116
孫 宰賢 そん ちぇひょん 豊⾒城中央病院脳神経外科 475 272

た ⾼井 洋樹 たかい ひろき 川崎医科⼤学附属病院脳神経外科 1356 -
⾼尾 洋之 たかお ひろゆき 東京慈恵会医科⼤学脳神経外科学講座・先端医療情報技術研究講座 593 -
髙垣 匡寿 たかがき まさとし ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 脳神経外科脳神経外科 594 -
髙⽊ 俊範 たかぎ としのり 兵庫医科⼤学脳神経外科 669 -
⾼崎 盛⽣ たかさき もりお 関⻄電⼒病院脳神経外科 1119 -
⾼杉 祐⼆ たかすぎ ゆうじ 地⽅独⽴⾏政法⼈ 岡⼭市⽴総合医療センター 岡⼭市⽴市⺠病院脳神経外科 1357 -
⾼瀬 幸徳 たかせ ゆきのり 佐賀⼤学医学部脳神経外科 362 -
⾼⽥ 達郎 たかだ たつろう 医療法⼈渓仁会 ⼿稲渓仁会病院脳⾎管内科 476 273
⾼⽥ 久 たかた ひさし ⾦沢医科⼤学氷⾒市⺠病院脳神経外科 105 -
⾼⽥ 能⾏ たかだ よしゆき 医療法⼈社団 誠馨会 新東京病院脳神経外科 1222 -
⾼⽟ 真 たかたま しん ⽼年病研究所附属病院脳神経外科 233 -
⾼道 美智⼦ たかどう みちこ 京都府⽴医科⼤学脳神経外科 1024 -
⾼梨 成彦 たかなし しげひこ 東京都健康⻑寿医療センター脳神経外科 828 -
髙野 ⼀成 たかの いっせい 獨協医科⼤学埼⽟医療センター脳神経外科 745 -
⾼野 弘基 たかの ひろき ⽴川綜合病院 循環器・脳⾎管センター神経内科 829 -
⾼橋 明 たかはし あきら 278 -
⾼橋 郁夫 たかはし いくお 安城更⽣病院脳神経外科 234 -
⾼橋 和也 たかはし かずや 姫路⾚⼗字病院脳神経外科 1483 -
⾼橋 賢 たかはし けん 岩⼿県⽴中央病院神経内科 1223 -
⾼橋 賢吉 たかはし けんきち ⼤⻄脳神経外科病院脳神経外科 926 -
⾼橋 研⼆ たかはし けんじ 雪の聖⺟会 聖マリア病院脳神経外科 477 -
⾼橋 ⾥史 たかはし さとし 慶應義塾⼤学医学部脳神経外科 1025 -
⾼橋 俊栄 たかはし としえ さいたま⾚⼗字病院脳神経外科 530 -
髙橋 陽彦 たかはし はるひこ 新潟⼤学脳研究所脳神経外科 1224 -
⾼畠 望 たかばたけ のぞむ 加納総合病院脳神経外科 415 -
⾼畠 靖志 たかばたけ やすし 福井県済⽣会病院脳神経外科 279 -
⾼平 ⼀樹 たかひら かずき 北海道⼤野記念病院脳神経外科 1026 -
⾼宮 宗⼀朗 たかみや そういちろう 北海道⼤学病院脳神経外科 1484 -
⾼⼭ 勝年 たかやま かつとし 社会医療法⼈医真会⼋尾総合病院放射線科・脳⾎管内治療科 107 98
⾼⼭ 洋平 たかやま ようへい 秋⼭脳神経外科病院神経内科 1120 -
⽥川 雅彦 たがわ まさひこ 愛媛⼤学医学部脳神経外科 416 -
多喜 純也 たき じゆんや 北野病院脳神経外科 830 -
滝 和郎 たき わろう 医療法⼈財団康⽣会武⽥病院 8 8
瀧上 真良 たきがみ まさよし 市⽴札幌病院脳神経外科 280 -
滝川 知司 たきがわ ともじ 獨協医科⼤学埼⽟医療センター脳神経外科 417 183
瀧川 晴夫 たきがわ はるお 松江市⽴病院脳神経外科 108 -
瀧⽥ 亘 たきた わたる 名古屋医療センター神経内科 1358 -
武井 啓晃 たけい ひろあき ⽊沢記念病院・中部療護センター脳神経外科 1359 -
⽵市 康裕 たけいち やすひろ ⼤津⾚⼗字病院脳神経外科 531 -
⽵内 啓九 たけうち ひろちか 医療法⼈⼗字会 野島病院脳神経外科 478 -
⽵内 昌孝 たけうち まさたか 医療法⼈財団報徳会 ⻄湘病院脳神経外科 418 209
⽵内 靖治 たけうち やすはる 久留⽶⼤学医学部 脳神経外科 595 -
⽵内 洋太郎 たけうち ようたろう 名鉄病院脳神経外科 363 -
⽵上 徹郎 たけがみ てつろう 京都第⼀⾚⼗字病院救急科 479 -
武澤 秀理 たけざわ ひでさと 済⽣会滋賀県病院神経内科 1027 -
武澤 正浩 たけざわ まさひろ ⾼松⾚⼗字病院 脳神経外科 1028 -
⽵下 朝規 たけした とものり 沖縄県⽴南部医療センター・こども医療センター脳神経外科 927 -
⽵下 洋平 たけした ようへい 産業医科⼤学放射線科 1485 -
武⽥ 純⼀ たけだ じゅんいち 関⻄医科⼤学附属病院脳神経外科 1360 -
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武⽥ 直⼈ たけだ なおと 菊名記念病院脳神経外科 670 -
武⽥ 康寛 たけだ やすひろ 東京⼤学医学部付属病院脳神経外科 1486 -
武智 昭彦 たけち あきひこ 松⼭⾚⼗字病院脳神経外科 109 62
⽵中 俊介 たけなか しゅんすけ 浜松労災病院脳神経外科 1487 -
⽵中 朋⽂ たけなか ともふみ ⼤阪⼤学医学部付属病院 1361 -
武信 洋平 たけのぶ ようへい 京都⼤学⼤学院医学研究科脳神経外科学 480 -
武部 軌良 たけべ のりよし 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 1121 -
⽵丸 誠 たけまる まこと ⼤分県厚⽣連 鶴⾒病院神経内科 1488 -
⽵村 篤⼈ たけむら あつひと ⻘森市⺠病院脳神経外科 419 -
⽵本 光⼀郎 たけもと こういちろう 佐世保中央病院脳神経外科 596 233
武本 英樹 たけもと ひでき ⽇本⾚⼗字社和歌⼭医療センター脳神経外科 481 -
⽥島 隼⼈ たじま はやと 半⽥市⽴半⽥病院脳神経外科 1029 342
⽥島 洋佑 たじま ようすけ 君津中央病院脳神経外科 1030 343
⽴⽥ 泰之 たつた やすゆき 中村記念病院脳神経外科 1489 -
⽴⽯ 明広 たていし あきひろ ⼤阪脳神経外科病院脳神経外科 928 -
⽴嶋 智 たてしま さとし UCLA Medical CenterInterventional Neuroradiology 281 184
竪⽉ 順也 たてづき じゅんや 横浜市⽴みなと⾚⼗字病院脳神経外科 1122 -
⽴林 洸太朗 たてばやし こうたろう 千船病院脳神経外科 1362 -
⽥中 克浩 たなか かつひろ 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 三重中央医療センター脳神経外科 929 -
⽥中 寛⼤ たなか かんた 国⽴循環器病研究センター脳卒中集中治療科 1225 -
⽥中 健⼀郎 たなか けんいちろう 昭和⼤学江東豊洲病院脳神経内科 1363 -
⽥中 健太郎 たなか けんたろう 東京都⽴墨東病院脳神経外科 930 -
⽥中 潤 たなか じゅん 北播磨総合医療センター脳神経外科 1226 -
⽥中 俊⼀ たなか しゅんいち ⿅児島⼤学⼤学院医⻭学総合研究科脳神経外科 1123 -
⽥中 達也 たなか たつや 伊万⾥有⽥共⽴病院脳神経外科 931 -
⽥中 鉄兵 たなか てつぺい ⼾越脳神経外科クリニック 532 210
⽥中 敏樹 たなか としき 公⽴甲賀病院脳神経外科 364 274
⽥中 美千裕 たなか みちひろ 医療法⼈ 鉄蕉会 ⻲⽥総合病院脳神経学科 365 159
⽥中 康恵 たなか やすえ 医療法⼈社団 敬誠会 合志病院脳神経外科 831 -
⽥中 優⼦ たなか ゆうこ 昭和⼤学藤が丘病院脳神経外科 746 -
⽥中 悠⼆郎 たなか ゆうじろう 東京医科⼤学病院脳神経外科 832 -
⽥中 悠介 たなか ゆうすけ 国⽴病院機構横浜医療センター脳神経外科 1490 -
⽥中 嘉隆 たなか よしたか ⼤垣徳洲会病院脳神経外科 1124 -
⽥中 喜展 たなか よしひろ さいたま市⺠医療センター脳神経外科 833 -
⽥邉 淳 たなべ じゅん 藤⽥医科⼤学病院 脳卒中科 1125 -
⽥邉 智之 たなべ ともゆき 広島市⽴広島市⺠病院脳神経外科 1031 -
⾕ 正⼀ たに しょういち 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院脳神経外科 834 -
⾕岡 悟 たにおか さとる 三重中央医療センター脳神経外科 1126 -
⾕川 成佑 たにがわ せいすけ 京都府⽴医科⼤学脳神経外科 1364 -
⽥上 秀⼀ たのうえ しゅういち 久留⽶⼤学医学部 放射線医学講座 185 211
⽥之上 俊介 たのうえ しゅんすけ ⾃衛隊中央病院脳神経外科 1227 -
⽥伏 将尚 たぶせ まさなお 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 東京医療センター脳神経外科 932 -
⽟井 雄⼤ たまい ゆうた 国⽴国際医療研究センター脳神経外科 1365 -
⽟川 紀之 たまかわ のりゆき 岐⾩市⺠病院脳神経外科 482 -
⽟置 亮 たまき りょう ⼤阪急性期・総合医療センター脳神経外科 747 -
⽟⾕ 真⼀ たまたに しんいち わたまクリニック脳神経外科 111 72
⽟利 洋介 たまり ようすけ 春⽇井市⺠病院脳神経外科 1491 -
⽥村 貴光 たむら たかみつ 札幌禎⼼会病院脳卒中センター 533 -
⽥村 哲也 たむら てつや 徳島県⽴中央病院脳神経外科 835 -
丹野 雄平 たんの ゆうへい 中津川市⺠病院脳神経内科 1228 -
築家 秀和 ちくいえ ひでかず JA広島総合病院脳神経外科 1229 -
千原 英夫 ちはら ひでお 平成紫川会 ⼩倉記念病院脳神経外科 837 303
⻑久 公彦 ちようきゆう きみひこ ⻑久病院脳神経外科 236 -
津浦 光晴 つうら みつはる ⽇本⾚⼗字社和歌⼭医療センター脳神経外科 30 30
塚⽥ 哲也 つかだ てつや 名古屋⼤学医学部附属病院脳神経外科 1366 -
柘植 雄⼀郎 つげ ゆういちろう 南東北グループ 医療法⼈社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院脳神経外科 597 -
辻 篤司 つじ あつし 滋賀医科⼤学脳神経外科 420 -
辻 栄作 つじ えいさく 和歌⼭ろうさい病院脳神経外科 1230 -
辻 潔 つじ きよし 近畿⼤学医学部附属病院脳神経外科 598 304
辻 敬⼀ つじ けいいち 滋賀医科⼤学脳神経外科 933 -
辻 優⼀郎 つじ ゆういちろう シミズ病院脳神経外科 1492 -
辻 有紀⼦ つじ ゆきこ 津島市⺠病院脳神経外科 421 -
對⾺ 州⼀ つしま しゆういち 市⽴函館病院脳神経外科 748 -
辻本 真範 つじもと まさのり ⼟岐市⽴総合病院脳神経外科 838 -
津⽥ 恭治 つだ きょうじ 東京都⽴⼩児総合医療センター脳神経外科 1367 -
⼟屋 敦史 つちや あつし 関東労災病院神経内科 839 -
⼟⾕ ⼤輔 つちや だいすけ 公⽴置賜総合病院脳神経外科 1493 -
⼟屋 拓郎 つちや たくろう 鈴⿅中央総合病院脳神経外科 840 -
⼟屋 尚⼈ つちや なおと ⻑野⾚⼗字病院脳外科 483 -
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堤 恭介 つつみ きょうすけ 東京都⽴墨東病院脳神経外科 1494 -
傳 和眞 つとう かずま 京都第⼀⾚⼗字病院脳神経・脳卒中科 1368 -
常俊 顕三 つねとし けんぞう 福井⼤学病院医学部脳脊髄神経外科 1032 -
坪井 謙 つぼい けん さいたま市⺠医療センター内科 599 -
壷井 祥史 つぼい よしふみ 川崎幸病院脳神経外科 934 -
津村 貢太朗 つむら こうたろう 富⼭⾚⼗字病院脳⾎管内治療科 112 117
津本 智幸 つもと ともゆき 国⽴病院機構九州医療センター脳⾎管内治療科 282 129
露⼝ 冴 つゆぐち さゆる 広島⾚⼗字・原爆病院脳神経外科 1231 -
弦切 純也 つるきり じゆんや 東京医科⼤学⼋王⼦医療センター救命救急センター 935 305
鶴﨑 雄⼀郎 つるさき ゆういちろう 九州労災病院脳⾎管内科 1033 -
鶴⽥ 和太郎 つるた わたろう ⻁の⾨病院脳神経⾎管内治療科 366 160
鶴⾕ 尚信 つるたに ひさのぶ 仙台東脳神経外科病院 1232 -
靍⾒ 有史 つるみ ありひと つるみ脳神経外科脳神経外科 534 185
靍⾒ 祐⼦ つるみ ゆうこ 靍⾒脳神経外科 1233 -
出⼝ 潤 でぐち じゆん 市⽴奈良病院脳⾎管内治療科 113 99
鐵尾 佳章 てつお よしあき 横浜市⽴市⺠病院脳⾎管内治療科 1127 -
出原 誠 ではら まこと 地⽅独⽴⾏政法⼈りんくう総合医療センター脳神経外科 671 -
出村 光⼀朗 でむら こういちろう 豊川市⺠病院脳神経外科 841 -
寺井 義徳 てらい よしのり 村上脳神経外科内科 114 -
寺⾨ 利継 てらかど としつぐ ⽇⽴総合病院脳神経外科 1369 -
寺⽥ 愛⼦ てらだ あいこ ⼤阪市⽴総合医療センター脳神経外科 1034 -
寺⽥ 友昭 てらだ ともあき 昭和⼤学藤が丘病院脳神経外科 9 9
寺⽥ ⾏範 てらだ ゆきのり ⼤阪⾚⼗字病院脳神経外科 1035 -
寺⻄ 功輔 てらにし こうすけ 順天堂⼤学脳神経外科 1036 -
寺⻄ 裕 てらにし ゆう 東京⼤学医学部附属病院脳神経外科 1370 -
寺本 佳史 てらもと よしふみ 医療法⼈讃和会 友愛会病院脳神経外科 600 -
天神 博志 てんじん ひろし 静岡⾚⼗字病院脳神経外科 115 53
傳法 倫久 でんぼう ともひさ 埼⽟医科⼤学総合医療センター神経内科 237 -
⼾井 宏⾏ とい ひろゆき ⼤分岡病院脳神経外科 842 -
⼟井尻 遼介 どいじり りょうすけ 岩⼿県⽴中央病院脳神経内科 1234 -
東海林 菊太郎 とうかいりん きくたろう 北海道⼤学医学部脳神経外科医局 1371 -
東郷 康⼆ とうごう こうじ 池上総合病院脳神経外科 422 -
藤堂 謙⼀ とうどう けんいち ⼤阪⼤学医学部附属病院神経内科・脳卒中科 601 275
堂福 翔吾 どうふく しょうご 東京⼤学脳神経外科 1235 -
当⿇ 直樹 とうま なおき 三重⼤学医学部附属病院 脳神経外科 116 130
東⾺ 康郎 とうま やすお 福井県⽴病院脳神経外科 602 -
東森 俊樹 とうもり としき Saarland UniversityNeuroradiology 936 -
時⼥ 知⽣ ときめ ともお 関⻄メディカル病院脳神経外科 1037 -
徳重 ⼀雄 とくしげ かずお 埼⽟⽯⼼会病院脳神経外科 1372 -
徳⽥ 直輝 とくだ なおき 京都岡本記念病院脳神経内科 1236 -
徳永 敬介 とくなが けいすけ 九州医療センター脳⾎管・神経内科 1237 -
徳永 浩司 とくなが こうじ 地⽅独⽴⾏政法⼈岡⼭市⽴総合医療センター岡⼭市⽴市⺠病院脳神経外科 117 54
徳永 聡 とくなが そう 九州労災病院脳神経外科 937 306
⼾⾼ 健⾂ とだか たてみ 熊本⾚⼗字病院脳神経外科 367 -
⼾根 修 とね おさむ ⻘梅市⽴総合病院脳卒中センター 118 84
冨尾 亮介 とみお りょうすけ 美原記念病院脳神経外科 1373 -
富澤 真⼀郎 とみざわ しんいちろう 前橋脳外科クリニック 749 -
冨⽥ 栄幸 とみた ひでゆき ⾜利⾚⼗字病院脳神経外科 1038 -
富⽥ 庸介 とみた ようすけ 藤枝平成記念病院脊髄脊椎疾患治療センター 1238 -
⼾村 九⽉ とむら ながつき 横浜労災病院脳神経⾎管内治療科 938 -
友清 誠 ともきよ まこと 社会保険⼤牟⽥天領病院脳神経外科 484 -
友杉 哲三 ともすぎ てつぞう 福岡新⽔巻病院脳神経外科 119 -
外⼭ 賢太郎 とやま けんたろう 新さっぽろ脳神経外科病院脳神経外科 939 -
豊⼭ 弘之 とやま ひろゆき 医療法⼈社団  志太記念脳神経外科脳神経外科 843 -
豊⽥ 真吾 とよた しんご 関⻄ろうさい病院脳神経外科 369 161
⿃海 勇⼈ とりうみ はやと 新⽣病院脳神経外科 1128 -
⿃飼 武司 とりがい たけし 掛川市・袋井市病院企業団⽴ 中東遠総合医療センター脳神経外科 1129 -
取越 貞治 とりこし さだはる 福井⾚⼗字病院脳神経外科 1130 -

な 内藤 功 ないとう いさお ⽼年病研究所附属病院脳神経外科 31 31
内藤 丈裕 ないとう たけひろ ⼩牧市⺠病院脳神経外科 940 -
内藤 博道 ないとう ひろみち 船橋市⽴医療センター脳神経外科 672 -
内藤 雄⼀郎 ないとう ゆういちろう ⻄島病院脳神経外科 673 -
中井 完治 なかい かんじ ⾏徳総合病院脳神経外科 370 212
中井 紀嘉 なかい のりよし トヨタ記念病院脳神経内科 1374 -
中居 康展 なかい やすのぶ 横浜市⽴脳卒中・神経脊椎センター⾎管内治療センター 120 77
中江 ⻯太 なかえ りゅうた ⽇本医科⼤学付属病院⾼度救命救急センター 1239 -
中尾 隼三 なかお じゅんぞう 筑波⼤学附属病院脳神経外科 1495 -
永尾 征弥 ながお せいや 社会医療法⼈財団⽯⼼会 川崎幸病院脳神経外科 750 -
⻑尾 紀昭 ながお のりあき 富永病院脳神経外科 1240 -
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⻑尾 洋⼀郎 ながお よういちろう 兵庫医科⼤学脳神経外科 1496 -
中垣 英明 なかがき ひであき 福岡市⺠病院脳神経⾎管内治療部 751 -
中川 ⼀郎 なかがわ いちろう 奈良県⽴医科⼤学脳神経外科 535 213
中川 ⼆郎 なかがわ じろう ⾼⼭⾚⼗字病院脳神経外科 1375 -
中川 享 なかがわ とおる ⼤阪府済⽣会吹⽥病院脳神経外科 941 -
中川 修宏 なかがわ のぶひろ 近畿⼤学医学部附属病院 脳神経外科 283 307
中川 裕之 なかがわ ひろゆき 奈良県総合医療センター放射線科 121 73
中川 将徳 なかがわ まさのり 横浜総合病院脳神経外科 674 -
中川 祐 なかがわ ゆう 済⽣会横浜市東部病院脳神経外科 1131 -
⻑崎 弘和 ながさき ひろかず 川崎幸病院脳神経外科 1497 -
中⾥ 真⼆ なかざと しんじ 桑名病院脳神経外科 284 -
中澤 和智 なかざわ かずとも 加納総合病院脳神経外科 238 100
中澤 拓也 なかざわ たくや 滋賀医科⼤学脳神経外科学講座 32 32
中島 ⼀彰 なかしま かずあき 静岡県⽴静岡がんセンター⽣理検査科 536 -
中嶋 千也 なかしま かずや 神⼾掖済会病院脳神経外科 1039 -
中嶌 教夫 なかじま のりお 京都桂病院脳神経外科 285 -
⻑島 久 ながしま ひさし 富⼭⼤学附属病院医療安全管理室 33 33
永島 宗紀 ながしま むねのり ながしま脳神経外科リハビリクリニック 485 -
中條 敬⼈ なかじょう たかと 昭和⼤学脳神経外科 1132 -
永⽥ 崇 ながた たかし ⽯切⽣喜病院脳神経外科 1376 -
永⽥ 学 ながた まなぶ 京都⼤学⼤学院医学研究科脳神経外科 1040 -
中塚 雅雄 なかつか まさお 知多厚⽣病院脳神経外科 239 -
中塚 慶徳 なかつか よしなり 鈴⿅回⽣病院脳神経外科 943 -
中務 正志 なかつかさ まさし 済⽣会宇都宮病院脳神経外科 188 162
中根 幸実 なかね ゆきみ なかねクリニック脳神経外科 425 -
中野 真⼀ なかの しんいち メディカルシティ東部病院 34 34
⻑野 拓郎 ながの たくろう 太⽥記念病院脳神経外科 944 -
中野 智伸 なかの とものぶ ⼤隈病院神経内科 537 -
永野 祐志 ながの ゆうし ⿅児島⼤学病院脳神経外科 1498 -
⻑畑 守雄 ながはた もりお 医療法⼈社団こまくさ会 庄南クリニック 122 101
中林 規容 なかばやし きよう 市⽴四⽇市病院脳神経外科 35 35
中原 ⼀郎 なかはら いちろう 藤⽥医科⼤学医学部脳卒中科 36 36
中原 公宏 なかはら きみひろ ⾼⽊病院脳神経外科・脳卒中科 286 -
中原 章徳 なかはら としのり 医療法⼈光臨会 荒⽊脳神経外科病院⾎管内治療センター 37 37
中村 和弘 なかむら かずひろ 筑波記念病院脳神経外科 1133 -
中村 ⼀也 なかむら かずや 千葉脳神経外科病院脳神経外科 1041 -
中村 真 なかむら しん 明理会中央総合病院脳神経外科 1241 -
中村 元 なかむら はじめ ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科脳神経外科 675 276
中村 貢 なかむら みつぐ 医療法⼈社団 六⼼会 恒⽣病院脳神経外科 38 38
中村 普彦 なかむら ゆきひこ 済⽣会福岡総合病院脳神経外科 945 -
中村 芳樹 なかむら よしき 国⽴病院機構東京医療センター脳神経外科 287 -
⻑⼭ 剛太 ながやま ごうた 東京慈恵会医科⼤学脳神経外科 1242 -
中⼭ 禎理 なかやま さだよし 昭和⼤学横浜市北部病院脳神経外科 1377 -
永⼭ 哲也 ながやま てつや 医療法⼈ 慈⾵会 厚地脳神経外科病院脳神経外科 371 214
中⼭ 尚登 なかやま ひさと ⼤分三愛メディカルセンター脳神経外科 603 -
浪岡 愛 なみおか あい 東京労災病院脳神経外科 946 -
成清 道久 なりきよ みちひさ 川崎幸病院脳⾎管センター 1499 -
成澤 あゆみ なりさわ あゆみ 仙台市⽴病院脳神経外科 1378 -
鳴海 治 なるみ おさむ 姫路医療センター脳卒中センター・脳神経外科 947 -
南都 昌孝 なんと まさたか 京都府⽴医科⼤学 ⼤学院医学研究科 脳神経機能再⽣外科学（脳神経外科） 538 234
難波 克成 なんば かつなり ⾃治医科⼤学⾎管内治療部 486 163
新居 浩平 にい こうへい 福岡⼤学筑紫病院脳神経外科 604 235
新妻 邦泰 にいづま くにやす 東北⼤学⼤学院医⼯学研究科神経外科先端治療開発学分野 948 -
新美 淳 にいみ じゅん 船橋市⽴医療センター脳神経外科 1134 -
新⾒ 康成 にいみ やすなり 聖路加国際病院神経⾎管内治療科 10 10
仁⽊ 淳 にき じゅん 北⾥⼤学医学部脳神経外科 605 -
⻄ 正吾 にし しようご 医療法⼈ 沖縄徳洲会 吹⽥徳州会病院脳神経外科 190 74
⻄ 秀久 にし ひでひさ 京都⼤学付属病院脳神経外科 1042 -
⻄尾 明正 にしお あきまさ 北⽃病院脳神経外科脳⾎管内治療センター 123 55
⻄尾 雅実 にしお まさみ 市⽴豊中病院脳神経外科 288 -
⻄川 祐介 にしかわ ゆうすけ 名古屋市⽴⼤学脳神経外科 676 -
⻄崎 統 にしざき おさむ 済⽣会今治病院脳神経外科 191 -
⻄澤 輝彦 にしざわ てるひこ 公益財団法⼈昭和会 今給黎総合病院脳神経外科 124 -
⻄嶌 泰⽣ にしじま やすお ⿅沼脳神経外科脳神経外科 1500 -
⻄⽥ あゆみ にしだ あゆみ 岡⼭⾚⼗字病院脳神経外科 289 -
⻄⽥ 誠 にしだ せい 彦根市⽴病院脳神経外科 1243 -
⻄⽥ 武⽣ にしだ たけお ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科脳神経外科学 539 308
⻄堂 創 にしどう はじめ 帝京⼤学ちば総合医療センター脳神経外科 1043 -
⻄野 鏡雄 にしの あきお 阪和記念病院脳神経外科 753 -
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⻄野 和彦 にしの かずひこ ⽵⽥綜合病院脳神経外科 290 118
⻄廣 真吾 にしひろ しんご ⾹川県⽴中央病院脳神経外科 1501 -
⻄堀 正洋 にしほり まさひろ 名古屋⼤学医学部付属病院脳神経外科 1135 344
⻄巻 啓⼀ にしまき けいいち 秋⽥⾚⼗字病院脳神経外科 125 -
⻄牟⽥ 洋介 にしむた ようすけ ⿅児島市⽴病院脳神経外科 426 345
⻄村 中 にしむら あたる 九州⼤学⼤学院医学研究院脳神経外科 1136 -
⻄村 真実 にしむら しんじつ 社会医療法⼈ 将道会 総合南東北病院脳神経外科 192 -
⻄本 真章 にしもと まさあき 慶應義塾⼤学医学部脳神経外科 1502 -
⻄本 陽央 にしもと よう 近森病院脳神経外科 949 -
⻄⼭ 徹 にしやま あきら 昭和⼤学藤が丘病院脳神経外科 1379 -
⻄⼭ 恭平 にしやま きょうへい 国際医療福祉⼤学 三⽥病院脳卒中 ⾎管内治療センター 950 -
⻄⼭ 弘⼀ にしやま ひろかず 岸和⽥徳洲会病院脳神経外科 1137 -
根⽯ 拡⾏ ねいし ひろゆき 公⽴丹南病院脳神経外科 1380 -
根⽊ 宏明 ねき ひろあき 埼⽟県⽴循環器・呼吸器病センター脳神経センター脳⾎管内治療科 845 277
根来 真 ねごろ まこと ⼀宮⻄病院脳神経外科 11 11
根本 哲宏 ねもと あきひろ ながつた脳神経外科脳神経外科 1138 -
根本 繁 ねもと しげる 東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研究科⾎管内治療学分野 12 12
根元 琢磨 ねもと たくま 桑名病院脳神経外科 1381 -
根本 ⽂夫 ねもと ふみお 船橋市⽴医療センター脳神経外科 951 -
野上 健⼀郎 のがみ けんいちろう 北九州総合病院脳神経外科 1503 -
野⼝ 晴司 のぐち せいじ 医療法⼈⻘隆会 野⼝脳神経外科脳神経外科 126 -
野⼝ 悦孝 のぐち よしたか 済⽣会横浜市南部病院脳神経外科 606 -
野越 慎司 のごし しんじ 聖マリアンナ医科⼤学東横病院脳卒中科 607 -
野﨑 俊樹 のざき としき 横浜新緑総合病院脳神経外科 1504 -
野島 祐司 のじま ゆうじ ⾼知県⽴幡多けんみん病院脳神経外科 292 -
野⽥ 昌幸 のだ まさゆき 聖マリアンナ医科⼤学東横病院脳卒中センター 脳神経外科 1139 -
野中 宣秀 のなか せんしゅう 順天堂⼤学医学部付属浦安病院脳神経外科 846 -
野中 雅 のなか ただし 社会医療法⼈医翔会 札幌⽩⽯記念病院脳⾎管内治療センター 127 75
野中 裕康 のなか ゆうこう 静岡市⽴静岡病院脳神経外科 677 -
野村 征司 のむら せいじ ⼭⽥記念病院脳神経外科 1044 -
野村 達史 のむら たつふみ 社会医療法⼈医翔会 札幌⽩⽯記念病院脳⾎管内治療センター 608 278
野村 素弘 のむら もとひろ 横浜栄共済病院脳神経外科 427 -

は 萩野 寛隆 はぎの ひろたか 四国こどもとおとなの医療センター脳神経外科 1505 -
萩原 伸哉 はぎわら しんや 社会医療法⼈さくら会 さくら会病院脳神経外科 1244 -
朴 憲秀 ぱく ほんす 奈良県⽴医科⼤学脳神経外科 1245 -
箸⽅ 宏州 はしかた ひろくに 北野病院脳神経外科 1045 -
橋場 康弘 はしば やすひろ 桐⽣厚⽣総合病院脳神経外科 847 -
橋村 直樹 はしむら なおき 国⽴循環器病研究センター脳神経外科 1246 -
橋本 憲司 はしもと けんじ ⼤阪⾚⼗字病院脳神経外科 540 -
橋本 幸治 はしもと こうじ ⼭梨⼤学脳神経外科 848 309
橋本 孝朗 はしもと たかお 東京医科⼤学病院脳神経外科 128 102
橋本 信和 はしもと のぶかず 名古屋市⽴⻄部医療センター脳神経外科 609 -
⻑⾕川 仁 はせがわ ひとし 新潟⼤学脳研究所脳神経外科 293 164
⻑⾕川 浩 はせがわ ひろし 越⾕市⽴病院脳神経外科 1046 -
畑岡 峻介 はたおか しゅんすけ 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 横浜医療センター 脳神経外科 1247 -
波多野 武⼈ はたの たけと ⼩倉記念病院脳神経外科 129 103
初⽥ 直樹 はつだ なおき 京都市⽴病院脳神経外科 610 -
服部 伊太郎 はつとり いたろう 服部あたまクリニック 372 -
服部 健⼀ はつとり けんいち 名古屋第⼀⾚⼗字病院脳神経外科 294 -
服部 智司 はつとり ともじ ちくさ病院脳神経外科 240 -
花岡 真実 はなおか まみ 徳島⾚⼗字病院脳神経外科 487 256
花岡 吉⻲ はなおか よしき 信州⼤学脳神経外科 1248 -
花川 ⼀郎 はなかわ かずお 東京都⽴墨東病院脳神経外科 678 -
⾺場 雄⼤ ばば たけお 新さっぽろ脳神経外科病院 241 -
⽻星 ⾠哉 はぼし たつや 国⽴循環器病研究センター脳神経外科 1506 -
浜崎 理 はまさき おさむ 市⽴三次中央病院脳神経外科 488 -
濵砂 亮⼀ はますな りよういち 地⽅独⽴⾏政法⼈⻄都児湯医療センター脳神経外科 489 -
濱⽥ 和秀 はまだ かずひで 桑名市総合医療センター脳神経外科 679 -
濱中 正嗣 はまなか まさし 京都第⼀⾚⼗字病院脳神経・脳卒中科 680 -
濱野 栄佳 はまの えいか 国⽴循環器病研究センター脳神経外科 952 -
早川 幹⼈ はやかわ みきと 筑波⼤学 医学医療系脳卒中予防・治療学講座 541 186
早川 基治 はやかわ もとはる 藤⽥医科⼤学附属病院 脳神経外科 193 85
早坂 典洋 はやさか みちひろ 君津中央病院脳外科 542 -
早崎 浩司 はやさき こうじ ＪＣＨＯ 星ヶ丘医療センター脳神経外科 295 -
林 克彦 はやし かつひこ ⼤垣徳洲会病院脳神経外科 130 -
林 健太郎 はやし けんたろう 佐世保市⽴総合病院脳神経外科 194 131
林 晃佑 はやし こうすけ 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 1140 -
林 征志 はやし せいじ 製鉄記念室蘭病院脳神経外科 296 -
林 直樹 はやし なおき おさか脳神経外科病院脳神経外科 428 347
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林 英樹 はやし ひでき ⽥附興⾵会 医学研究所 北野病院脳神経外科 850 -
林 宏 はやし ひろし 社会医療法⼈慈薫会 河崎病院脳神経外科 490 -
林 正孝 はやし まさたか 総合病院 聖隷浜松病院脳神経外科 1141 -
林 基⾼ はやし もとたか ⽔⼾ブレインハートセンター脳神経⾎管内治療科 1047 -
林 盛⼈ はやし もりと 東邦⼤学医療センター⼤橋病院脳神経外科 429 257
早瀬 睦 はやせ まこと 福井⾚⼗字病院脳神経外科 755 258
原 健太 はら けんた 福岡徳洲会病院脳神経外科 1142 -
原 秀 はら しげる 静岡市⽴静岡病院脳卒中センター 脳神経外科 1143 -
原 健司 はら たけし 国⽴循環器病研究センター病院脳神経外科 1249 -
原 睦也 はら むつや 武蔵野⾚⼗字病院脳神経外科 756 -
原 淑恵 はら よしえ 神⼾⾚⼗字病院/兵庫県災害医療センター脳神経外科 189 236
原⼝ 健⼀ はらぐち けんいち 札幌禎⼼会病院脳神経外科 757 310
原⼝ 浩⼀ はらぐち こういち 函館新都市病院脳神経外科 132 132
原国 毅 はらくに つよし 浦添総合病院 195 -
原⽥ 啓 はらだ けい 福岡和⽩病院脳神経外科 430 165
針⽣ 新也 はりゅう しんや 東北⼤学病院脳神経外科 1382 -
春間 純 はるま じゅん 福⼭市⺠病院脳神経外科 1250 -
半⽥ 明 はんだ あきら 倉敷中央病院脳神経外科・脳卒中科 431 -
⾺場 庸平 ばんば ようへい 医誠会病院脳神経外科 1507 -
⽇宇 健 ひう たけし ⻑崎医療センター脳神経外科 543 311
⽐嘉 隆 ひが たかし 独⽴⾏政法⼈労働者健康福祉機構東京労災病院脳神経外科 196 119
檜垣 鮎帆 ひがき あゆほ ⾃治医科⼤学脳神経外科 1048 -
東 英司 ひがし えいじ 佐賀県医療センター好⽣館脳⾎管内科 1508 -
東 登志夫 ひがし としお 福岡⼤学筑紫病院脳神経外科 197 120
東 良 ひがし りょう 医療法⼈松陽 東病院脳神経外科 681 -
東⽥ 京⼦ ひがしだ きょうこ ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科神経内科学 1144 -
東⽥ 哲博 ひがしだ てつひろ 流⼭中央病院脳神経外科 953 -
⽦⽥ ちよ恵 ひきた ちよえ 横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科 1145 -
樋⼝ ⼀志 ひぐち かずし ⻑浜⾚⼗字病院脳神経外科 491 -
久光 慶紀 ひさみつ よしのり ⼤分⼤学医学部附属病院脳神経外科 1509 -
菱川 朋⼈ ひしかわ ともひと 岡⼭⼤学病院脳神経外科 851 237
⽇⾼ 幸宏 ひだか ゆきひろ 済⽣会滋賀県病院医局 1146 -
⽇野 天佑 ひの てんゆう 筑波⼤学附属病院脳神経外科脳卒中診療グループ 1383 -
姫野 隆洋 ひめの たかひろ ⼤⽥記念病院神経内科 954 -
桧⼭ 永得 ひやま ながやす 済⽣会 千⾥病院脳神経外科、脳卒中センター 913 -
⽇向 崇教 ひゆうが たかのり 名古屋市⽴⻄部医療センター脳神経外科 544 -
兵頭 明夫 ひょうどう あきお 獨協医科⼤学埼⽟医療センター⾎管内治療センター 14 14
平井 作京 ひらい さきょう 草加市⽴病院脳神経外科 852 -
平井 誠 ひらい まこと 京都九条病院脳神経外科 545 -
平岡 史⼤ ひらおか ふみひろ 医療法⼈ 光川会 福岡脳神経外科病院脳神経外科 1251 -
平下 浩司 ひらした こうじ 労働者健康福祉機構⾹川労災病院脳神経外科 611 -
平⽥ 浩⼆ ひらた こうじ 1252 -
平⽥ 雅之 ひらた まさゆき ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 脳神経外科 297 -
平松 久弥 ひらまつ ひさや 浜松医科⼤学脳神経外科 298 187
平松 匡⽂ ひらまつ まさふみ 岡⼭⼤学⼤学院脳神経外科 1253 348
平松 亮 ひらまつ りょう ⼤阪医科⼤学脳神経外科・脳⾎管内治療科 1049 279
平⼭ 晃⼤ ひらやま あきひろ 東海⼤学医学部付属病院脳神経外科 1254 -
平⼭ 勝久 ひらやま かつひさ 公⽴那賀病院脳神経外科 492 -
平⼭ 晃康 ひらやま てるやす ⽇本⼤学医学部 脳神経外科学系神経外科学分野 135 -
廣瀬 瑛介 ひろせ えいすけ 昭和⼤学脳神経外科 1510 -
廣⽥ 晋 ひろた しん ⼟浦協同病院脳神経外科 758 -
広⽥ 暢夫 ひろた のぶお 横須賀市⽴うわまち病院脳神経外科 299 188
廣⽥ 雄⼀ ひろた ゆういち ⼩松市⺠病院脳神経外科 546 -
廣常 信之 ひろつね のぶゆき 広島市⽴広島市⺠病院脳神経外科・脳⾎管内治療科 136 189
廣畑 優 ひろはた まさる 久留⽶⼤学医学部附属病院 脳神経外科 41 41
樋渡 貴昭 ひわたり たかあき ⿅児島⼤学⼤学院医⻭学総合研究科脳神経外科 1511 -
府賀 道康 ふが みちやす 東京慈恵会医科⼤学附属 柏病院脳神経外科 1255 -
深作 和明 ふかさく かずあき 新座志⽊中央総合病院脳神経外科 198 -
深澤 誠司 ふかざわ せいじ 静岡市⽴静岡病院脳神経外科 242 -
深野 崇之 ふかの たかゆき 国⽴病院機構 静岡医療センター脳神経内科 1147 -
布川 知史 ふかわ のりひと 近畿⼤学医学部附属病院 脳神経外科 300 -
福井 ⼀裕 ふくい かずひろ 福井脳神経外科 137 -
福井 直樹 ふくい なおき ⾼知⼤学医学部附属病院脳神経外科 301 -
福島 ⼤輔 ふくしま だいすけ ⾦沢脳神経外科病院脳神経外科 1050 -
福島 浩 ふくしま ゆたか 福岡市⺠病院脳神経外科 759 280
福嶌 由尚 ふくしま よしひさ 聖マリア病院脳⾎管内科 853 -
福⽥ 健治 ふくだ けんじ 福岡⼤学医学部脳神経外科 682 238
福⽥ 修志 ふくだ しゅうじ 医療法⼈光川会 福岡脳神経外科病院脳神経外科 1384 -
福⽥ 慎也 ふくた しんや 横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科 1512 -
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福⽥ 仁 ふくだ ひとし ⾼知⼤学医学部付属病院脳神経外科 493 312
福⽥ 真紀 ふくだ まき ⾼知県・⾼知市病院企業団⽴ ⾼知医療センター脳神経外科 854 -
福⽥ 稔 ふくだ みのる ⼤⽥市⽴病院脳神経外科 199 -
福留 賢⼆ ふくとめ けんじ ⼤⻄脳神経外科病院脳神経外科 1148 -
福間 ⼀樹 ふくま かずき 国⽴循環器病研究センター脳神経内科 1256 -
福光 ⿓ ふくみつ りゅう 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院脳神経外科 1051 -
福本 真也 ふくもと しんや 愛媛県⽴中央病院脳神経外科 138 121
福本 博順 ふくもと ひろのり 河野脳外科病院脳神経外科 1513 -
藤井 教雄 ふじい のりお 川崎幸病院脳神経外科 1385 -
藤井 本晴 ふじい もとはる 東京臨海病院脳神経外科 373 -
富⼠川 浩祥 ふじかわ こうしょう 池⽥病院脳神経外科 612 -
藤⽊ 悠 ふじき ゆう 川⼝市⽴医療センター救命救急センター 1386 -
藤⽥ 敦史 ふじた あつし 神⼾⼤学医学部附属病院 脳神経外科 374 166
藤中 俊之 ふじなか としゆき 国⽴病院機構 ⼤阪医療センター脳神経外科 140 141
藤村 直⼦ ふじむら なおこ 福岡県済⽣会⼆⽇市病院脳神経外科 302 167
藤本 憲太 ふじもと けんた 奈良県総合医療センター脳神経外科 243 122
藤本 剛⼠ ふじもと たけし 新潟脳外科病院 683 -
藤本 昌志 ふじもと まさし 三重⼤学⼤学院医学系研究科脳神経外科学脳神経外科 1257 -
藤本 道⽣ ふじもと みちお 新百合ケ丘総合病院脳神経外科 494 313
藤本 基秋 ふじもと もとあき 天理よろづ相談所脳神経外科 547 349
藤森 健司 ふじもり たけし ⾹川⼤学医学部脳神経外科 1387 -
藤原 聡 ふじわら さとし 愛媛県⽴中央病院脳神経外科 760 -
藤原 悟 ふじわら さとる 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院神経内科 1514 -
藤原 秀元 ふじわら ひでもと ⻑野⾚⼗字病院脳神経外科 1052 -
藤原 雄介 ふじわら ゆうすけ 札幌秀友会病院脳神経外科 1258 -
布施 孝久 ふせ たかひさ 公⽴福⽣病院脳神経外科 432 -
⼆ツ⽮ 浩⼀郎 ふたつや こういちろう 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 九州労災病院 ⾨司メディカルセンター放射線科 1149 -
⾈越 勇介 ふなこし ゆうすけ 原三信病院脳神経外科 1515 -
船津 尭之 ふなつ たかゆき 東京⼥⼦医科⼤学脳神経外科 1150 -
船津 奈保⼦ ふなつ なおこ 岐⾩⼤学脳神経外科 956 -
麓 憲⾏ ふもと のりゆき 愛媛県⽴新居浜病院脳神経外科 1516 -
麓 佳良 ふもと よしなが 加納総合病院脳神経⾎管内治療科 244 -
古井 英介 ふるい えいすけ 富⼭県済⽣会富⼭病院脳卒中内科 433 -
古市 将司 ふるいち しようじ 福岡記念病院脳神経外科 201 -
古市 眞 ふるいち まこと 川⼝市⽴医療センター脳神経外科 245 281
古市 昌宏 ふるいち まさひろ 総合⽝⼭中央病院脳神経外科 1053 -
古川 浩次 ふるかわ こうじ 市⽴宇和島病院脳神経外科 855 -
古部 昌明 ふるべ まさあき 富永病院脳神経外科 1388 -
別府 幹也 べっぷ みきや 兵庫医科⼤学病院脳神経外科 1054 -
保⾕ 克⺒ ほうや かつみ 帝京⼤学ちば総合医療センター脳神経外科 375 168
星 拓 ほし たく ⼤阪急性期・総合医療センター神経内科 1151 -
星野 達哉 ほしの たつや 明理会中央総合病院脳神経外科 1259 -
細尾 久幸 ほそお ひさゆき ⻁の⾨病院脳神経⾎管内治療科 957 -
細⾙ 昌弘 ほそがい まさひろ JA広島総合病院脳神経外科 1260 -
細島 理 ほそしま おさむ つるみ脳神経外科脳神経外科 614 -
細野 篤 ほその あつし 三井記念病院脳神経外科 1261 -
堀 雄三 ほり ゆうぞう 永冨脳神経外科病院放射線科 141 123
堀内 薫 ほりうち かおる ⼤阪府⽴急性期総合医療センター脳神経外科 1262 -
堀内 ⼀⾂ ほりうち かずおみ 財団法⼈脳神経疾患研究所附属総合南東北病院脳神経外科 1055 -
堀江 信貴 ほりえ のぶたか ⻑崎⼤学医学部・⻭学部附属病院 脳神経外科 303 215
堀尾 欣伸 ほりお よしのぶ 福岡⼤学病院救命救急センター 1517 -
堀川 弘吏 ほりかわ ひろし 杏林⼤学脳神経外科 1263 -
堀川 ⽂彦 ほりかわ ふみひこ 宇治徳洲会病院脳神経外科 434 -
堀⼝ 聡⼠ ほりぐち さとし 市⽴⻑浜病院脳神経外科 1056 -
堀⽥ 祥史 ほりた よしふみ 市⽴札幌病院脳神経外科 1057 -
本間 ⼀成 ほんま かずなり 東海⼤学病院神経内科 1389 -
本間 順平 ほんま じゅんぺい JA新潟県厚⽣連 佐渡総合病院脳神経外科 856 -
本間 敏美 ほんま としみ 王⼦総合病院脳神経外科 857 -

ま 前岡 良輔 まえおか りょうすけ ⼤⻄脳神経外科病院脳神経外科 1390 -
前川 嵩太 まえかわ こうた ⼤阪⾚⼗字病院脳神経内科 1518 -
前川 秀継 まえかわ ひでつぐ 奈良県総合医療センター脳神経外科 684 -
前川 正義 まえかわ まさよし ⽬⽩病院脳神経外科 377 -
前⽥ ⼀史 まえだ かずし ⾺場記念病院脳神経外科 761 350
前⽥ 佳⼀郎 まえだ けいいちろう 会津中央病院脳神経外科 548 -
前⽥ 卓哉 まえだ たくや 太⽥⻄ノ内病院脳神経外科 1058 -
前⽥ 肇 まえだ はじめ 周南記念病院脳神経外科 1391 -
前⽥ 昌宏 まえだ まさひろ 横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科 1152 -
前野 和重 まえの かずしげ 愛仁会⾼槻病院脳神経外科 203 -
籬 拓郎 まがき たくろう 県⽴広島病院脳神経外科 1392 -
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眞上 俊亮 まがみ しゅんすけ 埼⽟県済⽣会川⼝総合病院脳神経外科 1264 -
牧内 恒⽣ まきうち つねお 厚地脳神経外科病院 304 -
真崎 弘美 まさき ひろみ 産業医科⼤学放射線科 1393 -
政平 訓貴 まさひら のりたか ⾼知県・⾼知市病院企業団⽴ ⾼知医療ｾﾝﾀｰ 615 -
増尾 修 ますお おさむ 横浜市⽴市⺠病院脳⾎管内治療科 204 104
増⽥ 敦 ますだ あつし 栄昌会 吉⽥病院脳神経外科 305 -
桝⽥ 宏輔 ますだ こうすけ りんくう総合医療センター脳神経外科 685 -
鱒渕 誉宏 ますぶち たかひろ ⻄宮市協⽴脳神経外科病院脳神経外科 1265 -
間瀬 光⼈ ませ みつひと 名古屋市⽴⼤学⼤学院医学研究科 社会復帰医学講座脳神経外科学分野 205 64
松井 雄⼀ まつい ゆういち ⼤阪⼤学医学部附属病院脳神経外科 1519 -
松浦 威⼀郎 まつうら いいちろう 千葉県救急医療センター脳神経外科 858 -
松浦 伸樹 まつうら のぶき 函館新都市病院脳神経外科 306 -
松尾 和哉 まつお かずや 神⼾⼤学医学部付属病院脳神経外科 1394 -
松尾 州佐久 まつお しゅうさく 中東遠総合医療センター脳神経外科 1266 -
松尾 直樹 まつお なおき 愛知医科⼤学脳神経外科 549 -
松尾 義孝 まつお よしたか ⾹椎丘リハビリテーション病院リハビリテーション科 435 -
松岡 賢樹 まつおか としき ⾼知医療センター脳神経外科 1520 -
松崎 丞 まつざき じょう 多根総合病院脳神経内科 1267 -
松﨑 粛統 まつざき としのり 総合東京病院脳神経外科 958 -
松重 俊憲 まつしげ としのり 広島市⽴安佐市⺠病院脳神経外科・脳⾎管内治療科 616 -
松下 展久 まつした のぶひさ ⾼知⾚⼗字病院脳神経外科 959 -
松⽥ 謙 まつだ けん 福井⼤学医学部脳脊髄神経外科 617 -
松⽥ 康 まつだ こう 富永病院脳神経外科 1268 -
松⽥ 芳和 まつだ よしかず 昭和⼤学藤が丘病院脳神経外科 686 314
松永 裕希 まつなが ゆうき ⻑崎⼤学病院脳神経外科 1521 -
松野 太 まつの ふとし ⼤和徳洲会病院脳神経外科 246 -
松原 俊⼆ まつばら しゆんじ 川崎医科⼤学付属病院脳神経外科 142 78
松原 功明 まつばら のりあき ⼤阪医科⼤学脳神経外科・脳⾎管内治療科 550 169
松原 博⽂ まつばら ひろふみ 岐⾩⼤学医学部附属病院脳神経外科 1269 -
松丸 祐司 まつまる ゆうじ 筑波⼤学脳神経外科脳卒中予防治療学講座 42 42
松村 英明 まつむら ひであき 筑波⼤学附属病院脳神経外科 1395 -
松本 淳志 まつもと あつし ⾹川労災病院脳神経外科 1153 -
松本 学 まつもと がく ⼭梨県⽴中央病院救命救急センター 687 -
松本 勝美 まつもと かつみ 医誠会病院脳神経外科 307 -
松本 圭吾 まつもと けいご JCHO神⼾中央病院脳神経外科 143 105
松本 省⼆ まつもと しょうじ 藤⽥医科⼤学脳卒中科 495 -
松本 隆洋 まつもと たかひろ 熊⾕総合病院脳神経外科 1270 -
松本 浩明 まつもと ひろあき 昭和⼤学藤が丘病院脳神経外科 496 -
松本 洋明 まつもと ひろあき 榮昌会 吉⽥病院脳神経外科 859 -
松本 博之 まつもと ひろゆき 岸和⽥徳洲会病院脳神経外科 144 124
松本 正弘 まつもと まさひろ 館林厚⽣病院脳神経外科 145 -
松本 康史 まつもと やすし 広南病院⾎管内脳神経外科 146 79
松本 佳久 まつもと よしひさ 聖マリア病院脳神経外科 688 -
松森 保彦 まつもり やすひこ 広南会 広南病院⾎管内脳神経外科 551 -
間中 浩 まなか ひろし 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター脳神経外科 308 133
真鍋 進治 まなべ しんじ ⽥岡病院脳神経外科 552 -
眞野 唯 まの ゆい ⽯巻⾚⼗字病院脳神経外科 1154 -
真栁 圭太 まやなぎ けいた 済⽣会宇都宮病院脳神経外科 1155 -
丸⼀ 勝彦 まるいち かつひこ 柏葉脳神経外科病院脳神経外科 1271 -
圓尾 知之 まるお ともゆき ⼤⼿前病院脳神経外科 1396 -
丸賀 庸平 まるが ようへい 社会医療法⼈ 杏嶺会 ⼀宮⻄病院脳神経外科 1522 -
丸島 愛樹 まるしま あいき 筑波⼤学医学医療系脳神経外科 1059 -
丸⼭ ⼤輔 まるやま だいすけ 京都第⼆⾚⼗字病院脳神経外科 960 -
三浦 啓介 みうら けいすけ 北原国際病院脳神経外科 1397 -
三浦 正智 みうら まさとも 熊本⾚⼗字病院神経内科 1398 -
三浦 洋⼀ みうら よういち 三重⼤学病病院脳神経外科 618 315
三⽊ ⼀徳 みき かずのり 東京医科⻭科⼤学医学部付属病院⾎管内治療科 961 -
三⽊ 貴徳 みき たかのり シミズ病院脳神経外科 1272 -
右⽥ 圭介 みぎた けいすけ 医療法⼈社団 薫⾵会 横⼭病院 378 -
⾒崎 孝⼀ みさき こういち ⾦沢⼤学脳神経外科脳神経外科 689 259
三﨑 俊⻫ みさき としなり ⼋⼾⾚⼗字病院脳神経外科 962 -
三島 有美⼦ みしま ゆみこ 東京都⽴広尾病院脳神経外科 1523 -
⽔⾕ 克洋 みずたに かつひろ H?pital FochNeuroradiologie Diagnostique et Th?rapeutique 1399 -
⽔⾕ ⼤佑 みずたに だいすけ 岐⾩⼤学医学部付属病院脳神経外科 1400 -
⽔野 志朗 みずの しろう 知多厚⽣病院脳神経外科 309 -
⽔橋 ⾥弥 みずはし さとみ 埼⽟医科⼤学国際医療センター脳神経外科 963 -
溝上 達也 みぞうえ たつや 広島市⽴安佐市⺠病院脳神経外科・脳⾎管内治療科 379 239
溝上 康治 みぞかみ こうじ 湘南藤沢徳洲会病院脳神経外科 860 -
溝上 泰⼀朗 みぞかみ たいちろう 佐賀県医療センター好⽣館脳神経外科 762 -
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溝部 敬 みぞべ たかし 兵庫県⽴姫路循環器病センター脳神経外科 619 316
溝脇 卓 みぞわき たかし 兵庫県⽴淡路医療センター脳神経外科 1156 -
三井 宣幸 みつい のぶゆき 北⾒⾚⼗字病院脳神経外科 1401 -
光武 尚史 みつたけ たかふみ 福岡⼤学筑紫病院脳神経外科 1524 -
三橋 ⽴ みつはし たかし 順天堂⼤学医学部付属練⾺病院脳神経外科 620 -
三橋 豊 みつはし ゆたか 社会医療法⼈⽣⻑会 府中病院脳神経外科 310 170
光原 崇⽂ みつはら たかふみ 広島⼤学⼤学院医⻭薬保健学研究科脳神経外科 621 -
緑川 宏 みどりかわ ひろし ⻘森県⽴中央病院神経⾎管内治療部 206 -
南 浩昭 みなみ ひろあき 榮昌会 吉⽥病院 附属脳⾎管研究所脳神経外科 380 282
南出 尚⼈ みなみで ひさと ⾦沢市⽴病院脳神経外科 311 -
南本 新也 みなみもと しんや 筑波⼤学附属病院脳神経外科 1525 -
峰晴 陽平 みねはる ようへい 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 861 -
宮居 雅⽂ みやい まさふみ 岐⾩⼤学医学部付属病院脳神経外科 1273 -
宮内 淑史 みやうち よしふみ 昭和⼤学江東豊洲病院脳神経内科 1274 -
宮尾 暁 みやお さとる TMGあさか医療センター脳神経外科 1526 -
三宅 浩介 みやけ こうすけ 城⼭病院脳神経内科 622 -
宮腰 明典 みやこし あきのり 静岡県⽴総合病院脳神経外科 763 -
宮嵜 章宏 みやさき あきひろ ⼀宮⻄病院脳神経外科 436 -
宮嵜 健史 みやざき たけし 島根⼤学医学部附属病院 脳神経外科 964 -
宮﨑 格 みやざき ただし 成⽥⾚⼗字病院脳神経外科 1157 -
宮崎 雄⼀ みやざき ゆういち 九州医療センター脳⾎管内治療科 862 -
宮下 史⽣ みやした ふみお ⿅児島市⽴病院脳神経内科 863 -
宮⽥ 圭 みやた けい 札幌医科⼤学附属病院 脳神経外科 553 -
宮⽥ 貴広 みやた たかひろ 藤井脳神経外科病院脳神経外科 437 -
宮⽥ 武 みやた たけし 京都⼤学医学部脳神経外科 1402 -
宮⽥ 悠 みやた はるか 滋賀医科⼤学脳神経外科 1060 -
宮地 茂 みやち しげる 愛知医科⼤学脳⾎管内治療センター 44 44
宮本 直⼦ みやもと なおこ ⽼年病研究所附属病院脳神経外科 554 171
宮本 倫⾏ みやもと みちゆき 帝京⼤学脳神経外科 965 317
明珍 薫 みようちん かおる 医真会⼋尾総合病院脳神経センター 脳⾎管内治療科 放射線科 864 -
向井 智哉 むかい ともや 県⽴広島病院脳神経内科 1403 -
武藤 達⼠ むとう たつし 東北⼤学加齢医学研究所機能画像医学研究分野 865 -
棟⽅ 聡 むなかた あきら つがる総合病院脳神経外科 1404 -
宗光 俊博 むねみつ としひろ 宗光診療所脳神経外科 690 -
村井 望 むらい のぞむ 宇治徳洲会病院脳神経外科 764 -
村尾 健⼀ むらお けんいち 城⼭病院脳⾎管内治療科 45 45
村岡 賢⼀郎 むらおか けんいちろう 広島市⽴広島市⺠病院脳神経外科 966 283
村上 知義 むらかみ ともあき ⼤阪脳神経外科病院脳神経外科 1158 -
村上 守 むらかみ まもる 京都第⼆⾚⼗字病院脳神経外科 497 -
村上 泰隆 むらかみ やすたか 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院神経内科 1527 -
村上 優 むらかみ ゆう 産業医科⼤学病院放射線科 866 -
村瀬 翔 むらせ しょう ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科神経内科学 1405 -
村⽥ 敬⼆ むらた けいじ 島⽥市⺠病院脳神経外科 149 -
村⽥ 貴弘 むらた たかひろ JA⻑野厚⽣連南⻑野医療センター篠ノ井総合病院脳神経外科 1061 -
村松 広⾏ むらまつ ひろゆき 牧⽥総合病院脳神経外科 765 -
村⼭ 雄⼀ むらやま ゆういち 東京慈恵会医科⼤学脳神経外科 46 46
⽬⿊ 俊成 めぐろ としなり 川崎医科⼤学総合医療センター脳神経外科 312 240
⽑利 正直 もうり まさなお 富⼭市⺠病院脳神経外科 555 241
持⽥ 英俊 もちだ ひでとし 旭中央病院脳神経外科 1275 -
望⽉ 悠⼀ もちづき ゆういち 所記念病院脳外科 1276 -
望⽉ 洋⼀ もちづき よういち 静岡市⽴清⽔病院脳神経外科 1159 -
茂⽊ 陽介 もてき ようすけ 海⽼名総合病院脳神経外科 1062 -
本橋 邦夫 もとはし くにお 新潟脳外科病院脳神経外科 1160 -
百次 仁 ももじ じん ⼤浜第⼀病院脳神経外科 150 134
森 健太郎 もり けんたろう 横浜栄共済病院脳卒中診療科・脳神経外科 967 318
森 康輔 もり こうすけ ⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪急性期・総合医療センター脳神経外科 1063 -
森 貴久 もり たかひさ 湘南鎌倉総合病院脳卒中センター脳卒中診療科 47 47
盛岡 潤 もりおか じゅん 城⼭病院脳脊髄神経センター 623 284
森実 ⾶⿃ もりざね あすか 京都⼤学ｉＰＳ細胞研究所 313 -
森嶋 啓之 もりしま ひろゆき 川崎市⽴多摩病院 指定管理者学校法⼈聖マリアンナ医科⼤学脳神経外科 207 190
森⽥ 健⼀ もりた けんいち 新潟市⺠病院脳卒中科 381 172
森⽥ 幸太郎 もりた こうたろう 桑名病院脳神経外科 766 -
森⽥ 隆弘 もりた たかひろ 東北⼤学脳神経外科 1277 -
森⽥ 寛也 もりた ひろや 藍の都脳神経外科病院医局 1528 -
森永 裕介 もりなが ゆうすけ 福岡⼤学筑紫病院脳神経外科 1529 -
盛満 ⼈之 もりみつ ひとし 社会医療法⼈義順顕彰会 ⽥上病院脳神経外科 314 -
森本 貴昭 もりもと たかあき 兵庫県⽴尼崎総合医療センター脳神経外科 1064 -
森本 将史 もりもと まさふみ 横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科 382 191
森⾕ 茂太 もりや しげた 公⽴⻄知多総合病院脳神経外科 1406 -
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森⾕ 淳⼆ もりや じゅんじ 聖マリアンナ医科⼤学放射線医学講座 691 -
森⾕ 匡雄 もりや まさお 医療法⼈社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院脳神経外科 624 319
森脇 拓也 もりわき たくや 市⽴船橋医療センター脳神経外科 1161 -
森脇 寛 もりわき ひろし 函館脳神経外科病院脳神経外科 1407 -
師井 淳太 もろい じゆんた 秋⽥県⽴循環器・脳脊髄センター脳神経外科 556 -
諸藤 陽⼀ もろふじ よういち ⻑崎⼤学病院脳神経外科 968 -

や ⽮⽊ 亮吉 やぎ りょうきち ⼤阪医科⼤学脳神経外科学教室 1065 351
⼋⼦ 理恵 やこ りえ 和歌⼭県⽴医科⼤学脳神経外科 767 320
⽮澤 由加⼦ やざわ ゆかこ 広南病院脳⾎管内科 969 -
安⽥ 浩章 やすだ ひろあき HITO病院脳神経外科 557 -
保⽥ 宗紀 やすだ むねとし 福岡東医療センター脳神経外科 970 -
安⽥ 守孝 やすだ もりたか 加納総合病院脳神経外科 247 -
安⽥ ⻯太 やすだ りゅうた 国⽴循環器病研究センター脳神経外科 971 -
⼋ツ繁 寛 やつしげ ひろし 国⽴病院機構災害医療センター脳神経外科 692 -
⽮富 謙治 やとみ けんじ 順天堂⼤学医学部脳神経外科 1162 -
⽮内 啓 やない けい 東京⼤学附属病院脳神経外科 1408 -
柳澤 毅 やなぎさわ たけし 東京慈恵会医科⼤学附属病院脳神経外科学講座 1278 -
⽮野 達也 やの たつや 社会医療法⼈ ささき会 藍の都脳神経外科病院脳神経外科 498 -
⽮野 喜寛 やの よしひろ 医療法⼈錦秀会 阪和記念病院脳神経外科 1279 -
藪崎 肇 やぶざき はじめ 昭和⼤学藤が丘病院脳神経外科 1163 -
⼭内 圭太 やまうち けいた 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 豊橋医療センター脳神経外科 972 -
⼭内 滋 やまうち しげる 市⽴島⽥市⺠病院脳神経外科 558 352
⼭内 利宏 やまうち としひろ 千葉県救急医療センター脳⾎管治療科 559 353
⼭浦 ⽣也 やまうら いくや 吉⽥病院脳神経外科 248 173
⼭尾 幸広 やまお ゆきひろ 京都⼤学医学部脳神経外科 768 -
⼭家 弘雄 やまが ひろお 昭和⼤学藤が丘病院脳神経外科 316 -
⼭形 桂司 やまがた けいし 市⽴島⽥市⺠病院脳神経外科 1066 -
⼭上 宏 やまがみ ひろし 国⽴病院機構⼤阪医療センター脳卒中内科 438 192
⼭⽊ 哲 やまき てつ ⼭形市⽴病院済⽣館脳神経外科 1280 -
⼭際 啓典 やまぎわ ひろのり JCHO⼤阪病院脳神経外科 973 -
⼭⼝ 泉 やまぐち いづみ 徳島⼤学病院脳神経外科 1164 -
⼭⼝ 慎也 やまぐち しんや 社会医療法⼈ 製鉄記念⼋幡病院脳神経外科 317 242
⼭⼝ 卓 やまぐち すぐる 市⽴⾓館総合病院脳神経外科 693 -
⼭⼝ 裕之 やまぐち ひろゆき ⼤川原脳神経外科病院脳神経外科 1068 -
⼭⼝ 玲 やまぐち れい 群⾺⼤学病院脳神経外科 1069 -
⼭崎 ⼀朗 やまさき いちろう 藤元総合病院脳神経外科 1165 -
⼭﨑 研⼀ やまざき けんいち 社会医療法⼈社団蛍⽔会名⼾ヶ⾕あびこ病院脳神経外科 318 -
⼭﨑 浩司 やまさき こうじ 誠和会 和⽥病院脳神経外科 694 -
⼭崎 信吾 やまざき しんご 北⼤阪警察病院救急センター・脳神経外科 152 86
⼭崎 貴明 やまざき たかあき 函館脳神経外科病院脳神経外科 867 354
⼭崎 友郷 やまざき ともさと ⽔⼾医療センター脳神経外科 695 285
⼭﨑 英⼀ やまざき ひでかず 横浜新都市脳神経外科病院脳神経内科・⾎管内科 1281 -
⼭崎 弘幸 やまさき ひろゆき やまさき脳神経外科クリニック脳神経外科 560 -
⼭下 健太郎 やました けんたろう 岐⾩県総合医療センター脳神経外科 625 -
⼭下 耕助 やました こうすけ 京都きづ川病院脳神経外科 48 48
⼭下 伸 やました しん 地⽅独⽴⾏政法⼈⼤牟⽥市⽴病院脳神経外科（脳⾎管内治療科） 626 -
⼭下 眞史 やました しんじ 川崎医科⼤学総合医療センター脳卒中科 1070 -
⼭下 太郎 やました たろう 畷⽣会脳神経外科病院脳神経外科 1071 -
⼭科 元滋 やましな もとしげ ⾃治医科⼤学付属さいたま医療センター脳神経外科 1530 -
⼭⽥ 清⽂ やまだ きよふみ 兵庫医科⼤学脳神経外科 627 -
⼭⽥ 圭⼀ やまだ けいいち ⽮⽊脳神経外科病院脳神経外科 628 -
⼭⽥ 健嗣 やまだ けんじ 秀和綜合病院脳神経外科 974 -
⼭⽥ 健太郎 やまだ けんたろう 名古屋市⽴東部医療センター神経内科 868 -
⼭⽥ 哲 やまだ さとし 東京都済⽣会中央病院神経内科 975 -
⼭⽥ 修平 やまだ しゅうへい ⼤阪⼤学医学部附属病院脳神経外科 1531 -
⼭⽥ 潤 やまだ じゆん 東海中央病院脳神経外科 383 -
⼭⽥ 創 やまだ そう 豊⾒城中央病院脳神経外科 1166 -
⼭⽥ 丈弘 やまだ たけひろ 京都第⼆⾚⼗字病院脳神経内科 976 -
⼭⽥ 哲也 やまだ てつや 岐⾩⼤学医学部附属病院脳神経外科 1282 -
⼭⽥ 紘史 やまだ ひろし 名古屋市⽴⼤学脳神経外科 1072 -
⼭⽥ 誠 やまだ まこと 医仁会武⽥総合病院脳神経外科 脳⾎管内治療部 319 -
⼭⽥ 実貴⼈ やまだ みきと 社会医療法⼈厚⽣会⽊沢記念病院脳神経外科 救急部⾨ 439 -
⼭⽥ 佳孝 やまだ よしたか ⻄宮協⽴脳神経外科病院脳神経外科 696 -
⼭名 則和 やまな のりかず 康⽣会武⽥病院脳神経外科 629 -
⼭根 ⽂孝 やまね ふみたか 帝京⼤学医学部附属病院脳神経外科 209 142
⼭之内 ⾼志 やまのうち たかし 刈⾕豊⽥総合病院脳神経外科 977 -
⼭村 明範 やまむら あきのり 新さっぽろ脳神経外科病院医局 249 -
⼭本 章貴 やまもと あきたか 三重県⽴総合医療センター救命救急センター 440 -
⼭本 敦史 やまもと あつし 京都第⼀⾚⼗字病院 脳神経・脳卒中科 1532 -
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⼭本 憲⼀ やまもと けんいち 純正会 名古屋市⽴緑市⺠病院病院 脳神経外科 499 -
⼭本 司郎 やまもと しろう 国⽴病院機構 ⼤阪医療センター脳卒中内科 697 -
⼭本 慎司 やまもと しんじ ⼤⻄脳神経外科病院脳神経外科 441 -
⼭本 ⼤輔 やまもと だいすけ 北⾥⼤学医学部脳神経外科 1283 -
⼭本 伸昭 やまもと のぶあき 徳島⼤学病院神経内科 869 -
⼭本 浩隆 やまもと ひろたか 伊丹恒⽣脳神経外科病院脳神経外科 698 -
⼭本 博道 やまもと ひろみち ⿊部市⺠病院脳神経外科 384 -
⼭本 紘之 やまもと ひろゆき 京都府⽴医科⼤学脳神経外科 1533 -
⼭本 光晴 やまもと みつはる 豊川市⺠病院脳神経外科 978 -
⼭本 宗孝 やまもと むねたか 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院脳神経外科 500 216
⼭本 雄貴 やまもと ゆうき 徳島⼤学⼤学院 医⻭薬学研究部臨床神経科学（神経内科） 1534 -
⼭本 良央 やまもと りょうお 横浜市⽴脳卒中・神経脊椎センター神経内科 1409 -
結城 ⼀郎 ゆうき いちろう 東京慈恵会医科⼤学附属病院脳神経外科 870 286
湯川 弘之 ゆかわ ひろゆき 愛仁会リハビリテーション病院リハビリテーション科 630 -
横井 俊浩 よこい としひろ 滋賀医科⼤学医学部附属病院脳神経外科 631 -
横内 哲也 よこうち てつや 医療法⼈社団緑成会 横浜総合病院  脳神経センター脳神経外科・脳⾎管内治療部 154 217
横上 聖貴 よこがみ きよたか 宮崎⼤学脳外科 442 -
横沢 路⼦ よこさわ みちこ 岩⼿県⽴中央病院脳神経外科 1535 -
横⼭ 欣也 よこやま きんや 名古屋⼤学医学部附属病院脳神経外科 1410 -
横⼭ 昇平 よこやま しょうへい 奈良県⽴医科⼤学脳神経外科 1536 -
横⼭ 貴裕 よこやま たかひろ ⻄都児湯医療センター脳神経外科 1411 -
横⼭ 洋平 よこやま ようへい 鉄蕉会⻲⽥総合病院脊椎脊髄外科 770 -
吉江 智秀 よしえ ともひで 聖マリアンナ医科⼤学東横病院脳卒中科 871 -
吉岡 和博 よしおか かずひろ 湘南鎌倉総合病院脳卒中センター 脳卒中診療科 1412 -
吉岡 正太郎 よしおか しょうたろう 秋⽥県⽴脳⾎管研究センター脳神経外科 771 -
吉岡 努 よしおか つとむ 福岡⾚⼗字病院脳神経外科 250 143
吉岡 秀幸 よしおか ひでゆき ⼭梨⼤学医学部脳神経外科 1537 -
吉岡 裕樹 よしおか ひろき ⿃取⼤学医学部脳神経外科 1167 -
吉川 陽⽂ よしかわ あきふみ ⾦沢⼤学附属病院脳神経外科 1413 -
吉澤 将⼠ よしざわ まさし 佐久総合病院 佐久医療センター脳神経外科 1414 -
吉⽥ 和道 よしだ かずみち 京都⼤学 ⼤学院医学研究科脳神経外科 501 -
吉⽥ 賢作 よしだ けんさく 都⽴広尾病院脳神経外科 385 355
吉⽥ 英紀 よしだ ひでのり 福岡徳洲会病院脳神経外科 699 -
吉⽥ 浩貴 よしだ ひろたか 北原国際病院脳神経外科 979 -
吉⽥ 昌弘 よしだ まさひろ ⼤崎市⺠病院脳神経外科 210 193
吉⽥ 泰久 よしだ やすひさ 社会医療法⼈榮昌会 吉⽥病院 附属脳⾎管研究所脳神経外科 156 -
吉⽥ 優也 よしだ ゆうや 公⽴能登総合病院脳神経外科 1538 -
吉⽥ 陽⼀ よしだ よういち 医療法⼈社団 明芳会 横浜旭中央総合病院脳神経外科 320 -
吉⽥ 陽⼀ よしだ よういち 千葉⼤学医学部脳神経外科 1168 -
吉野 公博 よしの きみひろ 労働者健康福祉機構⾹川労災病院脳神経外科 211 -
吉野 義⼀ よしの よしかず ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター脳神経外科 脳⾎管内治療部 502 218
吉原 智之 よしはら ともゆき 公益財団法⼈ 唐澤記念会 ⼤阪脳神経外科病院脳神経外科 772 -
吉村 紳⼀ よしむら しんいち 兵庫医科⼤学脳神経外科 157 56
芳村 雅隆 よしむら まさたか ⼟浦協同病院脳神経外科 700 260
吉村 弥⽣ よしむら やよい 滋賀医科⼤学脳神経外科 1073 -
吉村 良 よしむら りょう 橋本市⺠病院脳神経外科・脳⾎管内治療センター 701 -
吉本 武史 よしもと たけし 国⽴循環器病研究センター脳神経内科 1284 -
善本 晴⼦ よしもと はるこ 森⼭記念病院脳神経外科 1285 -
吉⼭ 道貫 よしやま みちつら 島根県⽴中央病院脳神経外科 1169 -
與那覇 博克 よなは ひろかつ 地⽅独⽴⾏政法⼈那覇市⽴病院脳神経外科 386 194
⽶澤 あづさ よねざわ あづさ 佐久総合病院 佐久医療センター脳神経外科 1286 -
⽶澤 公器 よねざわ こうき 呉医療センター脳神経外科 1170 -
⽶⽥ 隆 よねだ たかし 加納総合病院脳神経外科 1287 -
⽶永 和真 よねなが かずちか ⼈吉医療センター放射線科 980 -
⽶増 保之 よねます やすゆき 特定医療法⼈医翔会 札幌⽩⽯記念病院脳神経外科 251 -

ら 笠 新逸 りゅう しんいつ 宮崎県⽴⽇南病院脳神経外科 1539 -
劉 美憬 りゅう びけい 東京⼥⼦医科⼤学病院脳神経外科 1288 -

わ 若林 和樹 わかばやし かずき 公⽴藤岡総合病院脳神経外科 702 287
若林 伸⼀ わかばやし しんいち 翠清会梶川病院脳神経外科 981 -
和久井 ⼤輔 わくい だいすけ 淵野辺総合病院脳神経外科 773 -
湧⽥ 尚樹 わくた なおき 沖縄県⽴宮古病院脳神経外科 1074 -
和⽥  健太郎 わだ けんたろう 名古屋第⼀⾚⼗字病院脳神経外科 1540 -
和⽥ 敬 わだ たけし 奈良県⽴医科⼤学附属病院放射線科・IVRセンター 774 356
和⽥ 始 わだ はじめ 旭川医科⼤学脳神経外科 322 195
渡邊 玲 わたなべ あきら 東京共済病院脳神経外科 703 -
渡邊 恭⼀ わたなべ きよういち 地⽅独⽴⾏政法⼈ 岡⼭市⽴総合医療センター 岡⼭市⽴市⺠病院脳神経外科 503 -
渡邉 慶吾 わたなべ けいご 医療法⼈社団 協友会 柏厚⽣総合病院脳神経外科 1171 -
渡辺 賢⼀ わたなべ けんいち 岡崎市⺠病院放射線科 212 -
渡邉 貞義 わたなべ さだよし 医療法⼈財団健貢会 総合東京病院脳神経外科 632 -
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専⾨医⽒名 専⾨医⽒名（かな） 所属 専⾨医番号 指導医番号

渡邉 定克 わたなべ さだよし 藤⽥医科⼤学脳卒中科 1289 -
渡辺 ⼤介 わたなべ だいすけ イムス東京葛飾総合病院脳⾎管内治療科 704 243
渡部 ⼤輔 わたなべ だいすけ 筑波⼤学附属病院脳神経外科 1290 -
渡邉 雅男 わたなべ まさお 順天堂⼤学医学部附属浦安病院脳神経内科 775 -
渡邉 聖樹 わたなべ まさき 北部病院神経内科 387 -
渡辺 正英 わたなべ まさひで 横須賀共済病院脳神経外科 1291 -
渡邊 陽祐 わたなべ ようすけ 松⼭⾚⼗字病院脳神経外科 1172 -
渡邉 芳彦 わたなべ よしひこ 浜松労災病院脳神経外科 443 -
渡會 祐隆 わたらい ひろたか ⽻島市⺠病院脳神経外科 872 -
亘 雄也 わたり ゆうや 徳島県⽴中央病院脳神経外科 1541 -

注意）認定中の専⾨医のみ掲載


