
日本脳神経血管内治療学会認定　指導医　（2020年4月1日現在、367名）

指導医番号 専門医番号 氏名 ふりがな 所属 初回認定日 認定期間

4 4 小西 善史 こにし よしふみ 医療法人財団報徳会 西湘病院 脳神経外科 2000/11/18 2022/3/31

5 5 佐藤 浩一 さとう こういち 徳島赤十字病院 血管内治療科 2000/11/18 2022/3/31

6 6 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 2000/11/18 2022/3/31

8 8 滝 和郎 たき わろう 康生会武田病院 2000/11/18 2022/3/31

9 9 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 2000/11/18 2022/3/31

10 10 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 2000/11/18 2022/3/31

11 11 根来 真 ねごろ まこと 一宮西病院 脳神経外科 2000/11/18 2022/3/31

12 12 根本 繁 ねもと しげる 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 2000/11/18 2022/3/31

14 14 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 2000/11/18 2022/3/31

15 15 安陪 等思 あべ とうし 久留米大学病院 医学部 放射線医学講座 2001/6/14 2022/3/31

16 16 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 循環器・脳血管センター 脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

17 17 伊藤 靖 いとう やすし 信楽園病院 脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

19 19 牛越 聡 うしこし さとし 北海道医療センター 脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

20 20 江面 正幸 えづら まさゆき 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

21 21 郭 泰彦 かく やすひこ 朝日大学病院 脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

22 22 風川 清 かぜかわ きよし 福岡脳神経外科病院 脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

23 23 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 2001/6/14 2022/3/31

24 24 小林 繁樹 こばやし しげき 千葉県救急医療センター 2001/6/14 2022/3/31

25 25 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 2001/6/14 2022/3/31

26 26 坂井 信幸 さかい のぶゆき 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科部長 2001/6/14 2022/3/31

27 27 渋谷 肇 しぶや ただし 東京曳舟病院 脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

28 28 杉生 憲志 すぎう けんじ 岡山大学病院 医学部  脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

30 30 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 2001/6/14 2023/3/31

31 31 内藤 功 ないとう いさお 公益財団法人 老年病研究所附属病院 脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

32 32 中澤 拓也 なかざわ たくや 国立大学法人 滋賀医科大学附属病院 脳神経外科学講座 2001/6/14 2022/3/31

33 33 長島 久 ながしま ひさし 富山大学附属病院 医療安全管理室 2001/6/14 2022/3/31

34 34 中野 真一 なかの しんいち メディカルシティ東部病院 2001/6/14 2022/3/31

35 35 中林 規容 なかばやし きよう 市立四日市病院 脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

36 36 中原 一郎 なかはら いちろう 藤田医科大学病院 医学部脳卒中科 2001/6/14 2022/3/31

37 37 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 2001/6/14 2022/3/31

38 38 中村 貢 なかむら みつぐ 医療法人六心会恒生病院 脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

41 41 廣畑 優 ひろはた まさる 久留米大学病院 医学部附属病院 脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

42 42 松丸 祐司 まつまる ゆうじ 筑波大学附属病院 脳卒中予防治療学講座 2001/6/14 2022/3/31

44 44 宮地 茂 みやち しげる 愛知医科大学病院 医学部脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

45 45 村尾 健一 むらお けんいち 城山病院 脳血管内治療科 2001/6/14 2022/3/31

46 46 村山 雄一 むらやま ゆういち 東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

47 47 森 貴久 もり たかひさ 湘南鎌倉総合病院 脳卒中診療科 2001/6/14 2022/3/31

48 48 山下 耕助 やました こうすけ 京都きづ川病院 脳神経外科 2001/6/14 2022/3/31

49 64 植田 敏浩 うえだ としひろ 聖マリンナ医科大学東横病院 脳卒中センター 脳卒中科 2002/12/3 2023/3/31

51 90 倉田 彰 くらた あきら 青葉台脳神経外科・内科 2002/12/3 2023/3/31

52 97 定藤 章代 さだとう あきよ 藤田医科大学病院 脳神経外科 2002/12/3 2023/3/31

53 115 天神 博志 てんじん ひろし 静岡赤十字病院 脳神経外科 2002/12/3 2023/3/31

54 117 徳永 浩司 とくなが こうじ 岡山市立市民病院 脳神経外科 2002/12/3 2023/3/31

55 123 西尾 明正 にしお あきまさ 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 2002/12/3 2023/3/31

56 157 吉村 紳一 よしむら しんいち 兵庫医科大学病院 脳神経外科 2002/12/3 2023/3/31

57 161 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 2003/11/16 2024/3/31

61 87 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 2003/11/16 2024/3/31

62 109 武智 昭彦 たけち あきひこ 松山赤十字病院 脳神経外科 2003/11/16 2024/3/31

64 205 間瀬 光人 ませ みつひと 名古屋市立大学病院 大学院医学研究科 社会復帰医学講座脳神経外科学分野 2003/11/16 2024/3/31

65 57 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 2004/11/16 2025/3/31

66 58 市橋 鋭一 いちはし としかず 中東遠総合医療センター 脳神経外科 2004/11/16 2025/3/31

67 62 岩渕 聡 いわぶち さとし 東邦大学医療センター 大橋病院 医療センター大橋病院 脳神経外科 2004/11/16 2025/3/31

68 65 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

2004/11/16 2025/3/31

69 70 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 2004/11/16 2025/3/31

70 88 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 2004/11/16 2025/3/31

71 91 黒岩 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 2004/11/16 2025/3/31

72 111 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 2004/11/16 2025/3/31

73 121 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 2004/11/16 2025/3/31

74 190 西 正吾 にし しようご 医療法人沖縄徳洲会 吹田徳洲会病院 脳神経外科 2004/11/16 2025/3/31

75 127 野中 雅 のなか ただし 札幌白石記念病院 脳血管内治療センター 2004/11/16 2025/3/31

77 120 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 2005/11/8 2021/3/31

78 142 松原 俊二 まつばら しゆんじ 川崎医科大学附属病院 脳卒中センター 脳神経外科 2005/11/8 2021/3/31

79 146 松本 康史 まつもと やすし 一般財団法人広南会 広南病院 血管内脳神経外科 2005/11/8 2021/3/31

80 66 大田 元 おおた はじめ 宮崎大学医学部附属病院 医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野 2006/11/15 2022/3/31

81 82 川西 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 2006/11/15 2022/3/31

83 102 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 2006/11/15 2022/3/31

84 118 戸根 修 とね おさむ 青梅市立総合病院 脳卒中センター 2006/11/15 2022/3/31

85 193 早川 基治 はやかわ もとはる 藤田医科大学病院 附属病院 脳神経外科 2006/11/15 2022/3/31

86 152 山崎 信吾 やまざき しんご 神戸平成病院 2006/11/15 2022/3/31

87 52 赤路 和則 あかじ かずのり 公益財団法人脳血管研究所 附属美原記念病院 脳神経外科 2007/11/13 2023/3/31

88 163 石井 暁 いしい あきら 京都大学医学部附属病院 脳神経外科 2007/11/13 2023/3/31

89 219 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 2007/11/13 2023/3/31

90 69 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 2007/11/13 2023/3/31

91 75 片岡 丈人 かたおか たけと 社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 脳神経外科 2007/11/13 2023/3/31

93 94 小林 英一 こばやし えいいち 千葉大学医学部附属病院 医学部附属病院 脳神経外科 2007/11/13 2023/3/31

94 269 坂井 千秋 さかい ちあき 神戸市立医療センター中央市民病院 臨床研究推進センター高難度研究推進部 2007/11/13 2023/3/31

95 96 酒井 秀樹 さかい ひでき 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 2007/11/13 2023/3/31

96 182 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 2007/11/13 2023/3/31

97 183 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 2007/11/13 2023/3/31

98 107 高山 勝年 たかやま かつとし 医真会八尾総合病院 放射線科・脳血管内治療科 2007/11/13 2023/3/31

99 113 出口 潤 でぐち じゆん 市立奈良病院 脳血管内治療科 2007/11/13 2023/3/31

100 238 中澤 和智 なかざわ かずとも 加納総合病院 脳神経外科 2007/11/13 2023/3/31

101 122 長畑 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 2007/11/13 2023/3/31

102 128 橋本 孝朗 はしもと たかお 東京医科大学病院 脳神経外科 2007/11/13 2023/3/31

103 129 波多野 武人 はたの たけと 小倉記念病院 脳神経外科 2007/11/13 2023/3/31

104 204 増尾 修 ますお おさむ 横浜市立市民病院 脳血管内治療科 2007/11/13 2023/3/31

105 143 松本 圭吾 まつもと けいご 地域医療機能推進機構(JCHO)神戸中央病院 脳神経外科 2007/11/13 2023/3/31

106 253 秋山 恭彦 あきやま やすひこ 島根大学医学部附属病院 医学部附属病院 脳神経外科 2008/11/12 2024/3/31

107 54 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 2008/11/12 2024/3/31

108 60 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 2008/11/12 2024/3/31

109 169 大田 慎三 おおた しんぞう 脳神経センター大田記念病院 脳神経外科 2008/11/12 2024/3/31

110 224 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 2008/11/12 2024/3/31

111 225 小島 隆生 こじま たかお 福島県立医科大学附属病院 脳神経外科学講座 2008/11/12 2024/3/31

112 226 小林 望 こばやし のぞむ 脳神経外科のぞみクリニック 2008/11/12 2024/3/31

113 227 坂本 誠 さかもと まこと 鳥取大学医学部附属病院 医学部附属病院 脳神経外科 2008/11/12 2024/3/31

114 181 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 2008/11/12 2024/3/31

115 184 新堂 敦 しんどう あつし 高松赤十字病院 脳神経外科 2008/11/12 2024/3/31

116 104 反町 隆俊 そりまち たかとし 東海大学医学部付属病院 脳神経外科 2008/11/12 2024/3/31

117 112 津村 貢太朗 つむら こうたろう 日本赤十字社富山赤十字病院 脳血管内治療科 2008/11/12 2024/3/31

118 290 西野 和彦 にしの かずひこ 竹田綜合病院 脳神経外科 2008/11/12 2024/3/31

119 196 比嘉 隆 ひが たかし 東京労災病院 脳神経外科 2008/11/12 2024/3/31

120 197 東 登志夫 ひがし としお 福岡大学筑紫病院 脳神経外科 2008/11/12 2024/3/31

121 138 福本 真也 ふくもと しんや 愛媛県立中央病院 脳神経外科 2008/11/12 2024/3/31

122 243 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 2008/11/12 2024/3/31

123 141 堀 雄三 ほり ゆうぞう 永冨脳神経外科病院 放射線科 2008/11/12 2024/3/31

124 144 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 2008/11/12 2024/3/31



125 216 糸川 博 いとかわ ひろし 新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科 2009/11/18 2025/3/31

126 257 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 2009/11/18 2025/3/31

127 180 阪井田 博司 さかいだ ひろし 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター 脳卒中センター・脳神経外科 2009/11/18 2025/3/31

129 282 津本 智幸 つもと ともゆき 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 2009/11/18 2025/3/31

130 116 当麻 直樹 とうま なおき 三重大学医学部附属病院 医学部附属病院 脳神経外科 2009/11/18 2025/3/31

131 194 林 健太郎 はやし けんたろう 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 脳神経外科 2009/11/18 2025/3/31

132 132 原口 浩一 はらぐち こういち 函館新都市病院 脳神経外科 2009/11/18 2025/3/31

133 308 間中 浩 まなか ひろし 横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経外科 2009/11/18 2025/3/31

134 150 百次 仁 ももじ じん 大浜第一病院 脳神経外科 2009/11/18 2025/3/31

135 266 金澤 隆三郎 かなざわ りゆうざぶろう 医療法人社団曙会 流山中央病院 脳神経外科 2010/11/17 2021/3/31

136 176 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 脳卒中センター 脳血管内治療科 2010/11/17 2021/3/31

137 177 石澤 錠二 こくざわ じようじ 朝日大学病院 脳神経外科 2010/11/17 2021/3/31

138 270 坂本 繁幸 さかもと しげゆき 広島大学病院 脳神経外科 2010/11/17 2021/3/31

139 98 佐藤 栄志 さとう えいし 医療法人桜丘会 水戸ブレインハートセンター 脳神経血管内治療科／脳神経外科 2010/11/17 2021/3/31

140 232 須山 武裕 すやま たけひろ 関西医科大学総合医療センター 脳神経外科 2010/11/17 2021/3/31

141 140 藤中 俊之 ふじなか としゆき 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 脳神経外科 2010/11/17 2021/3/31

142 209 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 2010/11/17 2021/3/31

143 250 吉岡 努 よしおか つとむ 福岡赤十字病院 脳神経外科 2010/11/17 2021/3/31

144 324 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 2011/12/22 2022/3/31

145 327 新井 良和 あらい よしかず 市立敦賀病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

147 446 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 脳卒中センター 脳血管内治療科 2011/12/22 2022/3/31

148 448 石黒 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 2011/12/22 2022/3/31

149 328 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 附属病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

150 329 石原 秀行 いしはら ひでゆき 山口大学医学部附属病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

151 451 今村 博敏 いまむら ひろとし 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

153 457 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 2011/12/22 2022/3/31

154 175 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 2011/12/22 2022/3/31

155 228 澤田 元史 さわだ もとし 松波総合病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

156 411 嶋村 則人 しまむら のりひと 弘前大学医学部附属病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

157 355 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 2011/12/22 2022/3/31

158 359 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 2011/12/22 2022/3/31

159 365 田中 美千裕 たなか みちひろ 亀田総合病院 脳神経学科 2011/12/22 2022/3/31

160 366 鶴田 和太郎 つるた わたろう 国家公務員共済連合会 虎の門病院 脳神経血管内治療科 2011/12/22 2022/3/31

161 369 豊田 真吾 とよた しんご 独立行政法人労働者健康安全機構 関西ろうさい病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

162 188 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 2011/12/22 2022/3/31

163 486 難波 克成 なんば かつなり 自治医科大学附属病院 血管内治療部 2011/12/22 2022/3/31

164 293 長谷川 仁 はせがわ ひとし 新潟大学医歯学総合病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

165 430 原田 啓 はらだ けい 池友会福岡和白病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

166 374 藤田 敦史 ふじた あつし 神戸大学医学部附属病院 医学部附属病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

167 302 藤村 直子 ふじむら なおこ 済生会二日市病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

168 375 保谷 克巳 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 2011/12/22 2022/3/31

169 550 松原 功明 まつばら のりあき 大阪医科大学附属病院 脳神経外科・脳血管内治療科 2011/12/22 2022/3/31

170 310 三橋 豊 みつはし ゆたか 生長会 府中病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

171 554 宮本 直子 みやもと なおこ 公益財団法人 老年病研究所附属病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

172 381 森田 健一 もりた けんいち 新潟市民病院 脳卒中科 2011/12/22 2022/3/31

173 248 山浦 生也 やまうら いくや 社会医療法人榮昌会 吉田病院 脳神経外科 2011/12/22 2022/3/31

174 159 朝倉 文夫 あさくら ふみお 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 2012/12/21 2023/3/31

175 160 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 2012/12/21 2023/3/31

176 394 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 2012/12/21 2023/3/31

177 59 伊藤 理 いとう おさむ 福岡輝栄会病院 脳神経外科 2012/12/21 2023/3/31

178 456 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 2012/12/21 2023/3/31

179 342 加藤 徳之 かとう のりゆき 国立病院機構 水戸医療センター 脳神経外科 2012/12/21 2023/3/31

180 95 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 2012/12/21 2023/3/31

181 408 近藤 竜史 こんどう りゆうし 埼玉石心会病院 脳神経外科 2012/12/21 2023/3/31

182 524 近藤 礼 こんどう れい 山形市立病院 済生館 脳神経外科 2012/12/21 2023/3/31

183 417 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 2012/12/21 2023/3/31

184 281 立嶋 智 たてしま さとし UCLA Medical Center Interventional Neuroradiology 2012/12/21 2023/3/31

185 534 靍見 有史 つるみ ありひと 靍見脳神経外科 脳神経外科 2012/12/21 2023/3/31

186 541 早川 幹人 はやかわ みきと 筑波大学附属病院 脳卒中予防・治療学講座 2012/12/21 2023/3/31

187 298 平松 久弥 ひらまつ ひさや 浜松医科大学医学部附属病院 脳神経外科 2012/12/21 2023/3/31

188 299 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 2012/12/21 2023/3/31

189 136 廣常 信之 ひろつね のぶゆき 広島市立広島市民病院 脳神経外科・脳血管内治療科 2012/12/21 2023/3/31

190 207 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 2012/12/21 2023/3/31

191 382 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 2012/12/21 2023/3/31

192 438 山上 宏 やまがみ ひろし 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 脳卒中内科 2012/12/21 2023/3/31

193 210 吉田 昌弘 よしだ まさひろ 大崎市民病院 脳神経外科 2012/12/21 2023/3/31

194 386 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 2012/12/21 2023/3/31

195 322 和田 始 わだ はじめ 旭川医科大学病院 脳神経外科 2012/12/21 2023/3/31

196 213 相川 博 あいかわ ひろし 福岡脳神経外科病院 脳神経外科 2013/12/21 2024/3/31

197 326 足立 秀光 あだち ひでみつ 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センタ-西市民病院 脳神経外科 2013/12/21 2024/3/31

198 561 伊藤 英道 いとう ひでみち 聖マリアンナ医科大学病院 脳神経外科 2013/12/21 2024/3/31

199 512 大川 将和 おおかわ まさかず 京都大学医学部附属病院 脳神経外科 2013/12/21 2024/3/31

200 513 大島 幸亮 おおしま こうすけ 石岡循環器科脳神経外科病院 脳神経外科 2013/12/21 2024/3/31

201 338 太田 剛史 おおた つよし 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 2013/12/21 2024/3/31

202 67 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 2013/12/21 2024/3/31

203 470 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 2013/12/21 2024/3/31

204 407 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 2013/12/21 2024/3/31

205 272 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 2013/12/21 2024/3/31

206 473 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 2013/12/21 2024/3/31

207 529 鈴木 一郎 すずき いちろう 八戸市立市民病院 血管内脳神経外科 2013/12/21 2024/3/31

208 358 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 2013/12/21 2024/3/31

209 418 竹内 昌孝 たけうち まさたか 医療法人財団報徳会 西湘病院 脳神経外科 2013/12/21 2024/3/31

211 185 田上 秀一 たのうえ しゅういち 久留米大学病院 医学部　放射線医学講座 2013/12/21 2024/3/31

212 370 中井 完治 なかい かんじ 医療法人財団 明理会 行徳総合病院 脳神経外科 2013/12/21 2024/3/31

213 535 中川 一郎 なかがわ いちろう 奈良県立医科大学 附属病院 脳神経外科 2013/12/21 2024/3/31

214 371 永山 哲也 ながやま てつや 厚地脳神経外科病院 脳神経外科 2013/12/21 2024/3/31

215 303 堀江 信貴 ほりえ のぶたか 長崎大学病院 医学部・歯学部附属病院 脳神経外科 2013/12/21 2024/3/31

216 500 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 2013/12/21 2024/3/31

217 154 横内 哲也 よこうち てつや 横浜総合病院 脳神経外科・脳血管内治療部 2013/12/21 2024/3/31

218 502 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 2013/12/21 2024/3/31

219 444 秋山 武紀 あきやま たけのり 慶応義塾大学病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

221 567 大西 宏之 おおにし ひろゆき 大西脳神経外科病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

222 651 緒方 敦之 おがた あつし 佐賀大学医学部附属病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

223 515 岡田 秀雄 おかだ ひでお 独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山ろうさい病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

224 570 荻野 達也 おぎの たつや 社会医療法人医仁会 中村記念病院 脳神経外科 / 脳血管内治療センター 2014/12/20 2025/3/31

225 459 奥村 浩隆 おくむら ひろたか 昭和大学病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

226 76 片山 重則 かたやま しげのり 西脇市立西脇病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

227 343 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 2014/12/20 2025/3/31

228 522 蔵本 要二 くらもと ようじ 兵庫医科大学病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

229 349 小山 淳一 こやま じゆんいち 国立大学法人信州大学医学部附属病院 脳血管内治療センター 2014/12/20 2025/3/31

230 663 佐藤 健一 さとう けんいち 東北医科薬科大学病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

231 584 佐藤 允之 さとう まさゆき 筑波大学附属病院 医学医療系 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

232 412 清水 崇 しみず たかし 上尾中央総合病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

233 596 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 2014/12/20 2025/3/31

234 538 南都 昌孝 なんと まさたか 京都府立医科大学附属病院 医学研究科　脳神経機能再生外科学（脳神経外科） 2014/12/20 2025/3/31

235 604 新居 浩平 にい こうへい 福岡大学筑紫病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

236 189 原 淑恵 はら よしえ 兵庫県災害医療センター・神戸赤十字病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

237 851 菱川 朋人 ひしかわ ともひと 岡山大学病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

238 682 福田 健治 ふくだ けんじ 福岡大学病院 2014/12/20 2025/3/31

239 379 溝上 達也 みぞうえ たつや 医療法人翠清会 翠清会梶川病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31



240 312 目黒 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 2014/12/20 2025/3/31

241 555 毛利 正直 もうり まさなお 富山市立富山市民病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

242 317 山口 慎也 やまぐち しんや 製鉄記念八幡病院 脳神経外科 2014/12/20 2025/3/31

243 704 渡辺 大介 わたなべ だいすけ イムス東京葛飾総合病院 脳卒中・脳血管外科 2014/12/20 2025/3/31

244 388 明田 秀太 あけた しゅうた 大阪警察病院 脳神経外科 2015/12/19 2021/3/31

245 325 朝来野 佳三 あさくの けいぞう 森山脳神経センター病院 脳血管内治療科 2015/12/19 2021/3/31

246 392 池田 典生 いけだ のりお 医療法人社団 宇部興産中央病院 脳神経外科 2015/12/19 2021/3/31

247 449 石原 秀章 いしはら ひであき 社会医療法人至仁会 圏央所沢病院 脳血管内治療科 2015/12/19 2021/3/31

248 562 伊藤 嘉朗 いとう よしろう 筑波大学附属病院 脳神経外科 2015/12/19 2021/3/31

249 395 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 2015/12/19 2021/3/31

250 652 長内 俊也 おさない としや 北海道大学 脳神経外科 2015/12/19 2021/3/31

251 727 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 2015/12/19 2021/3/31

252 345 スィーワッタナクン キッティポン すぃーわったなくん きってぃぽん 東海大学医学部付属病院 脳神経外科 2015/12/19 2021/3/31

253 659 河野 健一 こうの けんいち  2015/12/19 2021/3/31

254 741 清水 信行 しみず のぶゆき 横浜市立大学附属病院 脳神経外科 2015/12/19 2021/3/31

255 667 鈴木 雅規 すずき まさのり 医療法人社団直和会 平成立石病院 脳神経外科 2015/12/19 2021/3/31

256 487 花岡 真実 はなおか まみ 徳島赤十字病院 脳神経外科 2015/12/19 2021/3/31

257 429 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 2015/12/19 2021/3/31

258 755 早瀬 睦 はやせ まこと 福井赤十字病院 脳神経外科 2015/12/19 2021/3/31

259 689 見崎 孝一 みさき こういち 金沢大学附属病院 脳神経外科 2015/12/19 2021/3/31

260 700 芳村 雅隆 よしむら まさたか 土浦協同病院 脳神経外科 2015/12/19 2021/3/31

261 504 秋岡 直樹 あきおか なおき 富山大学附属病院 脳神経外科 2016/12/17 2022/3/31

262 507 荒川 秀樹 あらかわ ひでき 大森赤十字病院 脳神経外科 2016/12/17 2022/3/31

263 254 飯原 弘二 いいはら こうじ 九州大学病院 脳神経外科 2016/12/17 2022/3/31

264 638 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 2016/12/17 2022/3/31

265 791 祖母井 龍 うばがい りゅう 森山脳神経センター病院 脳神経外科 2016/12/17 2022/3/31

266 648 遠藤 英徳 えんどう ひでのり 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 脳神経外科 2016/12/17 2022/3/31

267 995 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 2016/12/17 2022/3/31

268 893 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 脳血管内治療科 2016/12/17 2022/3/31

269 655 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 2016/12/17 2022/3/31

270 730 金 相年 きん そうねん 札幌医科大学附属病院 脳神経外科 2016/12/17 2022/3/31

271 592 須山 嘉雄 すやま よしお 藤田医科大学病院 脳卒中科 2016/12/17 2022/3/31

272 475 孫 宰賢 そん ちぇひょん  2016/12/17 2022/3/31

273 476 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 2016/12/17 2022/3/31

274 364 田中 敏樹 たなか としき サイネオス・ヘルス・クリニカル株式会社 2016/12/17 2022/3/31

275 601 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 2016/12/17 2022/3/31

276 675 中村 元 なかむら はじめ 大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 2016/12/17 2022/3/31

277 845 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 2016/12/17 2022/3/31

278 608 野村 達史 のむら たつふみ 札幌白石記念病院 脳血管内治療センター 2016/12/17 2022/3/31

279 1049 平松 亮 ひらまつ りょう 大阪医科大学附属病院 脳神経外科・脳血管内治療科 2016/12/17 2022/3/31

280 759 福島 浩 ふくしま ゆたか 地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市民病院 脳神経外科 2016/12/17 2022/3/31

281 245 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 2016/12/17 2022/3/31

282 380 南 浩昭 みなみ ひろあき 社会医療法人榮昌会 吉田病院 脳神経外科 2016/12/17 2022/3/31

283 966 村岡 賢一郎 むらおか けんいちろう 広島市立広島市民病院 脳神経外科 2016/12/17 2022/3/31

284 623 盛岡 潤 もりおか じゅん 城山病院 医学部脳卒中科 2016/12/17 2022/3/31

285 695 山崎 友郷 やまざき ともさと 国立病院機構 水戸医療センター 脳神経外科 2016/12/17 2022/3/31

286 870 結城 一郎 ゆうき いちろう University of California Irvine Medical Center Department of Neurological Surgery 2016/12/17 2022/3/31

287 702 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 2016/12/17 2022/3/31

288 779 有村 公一 ありむら こういち 九州大学病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

289 711 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 2017/12/15 2023/3/31

290 220 宇野 淳二 うの じゆんじ 馬場記念病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

291 1086 大熊 佑 おおくま ゆう 広島市立広島市民病院 脳神経外科 2017/12/15 2026/3/31

292 569 岡 史朗 おか ふみあき 山口大学医学部附属病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

293 795 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 2017/12/15 2023/3/31

294 572 尾原 信行 おはら のぶゆき 神戸市立医療センター中央市民病院 神経内科 2017/12/15 2023/3/31

295 1001 郭 樟吾 かく しょうご 脳神経外科東横浜病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

296 802 加藤 宏一 かとう こういち 東京労災病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

297 576 菊池 隆幸 きくち たかゆき 京都大学医学部附属病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

298 465 菊池 文平 きくち ぶんぺい 新潟県立中央病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

299 737 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 2017/12/15 2023/3/31

300 352 佐藤 洋平 さとう ようへい 武蔵野赤十字病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

301 922 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） 2017/12/15 2023/3/31

302 360 須磨 健 すま たけし 日本大学医学部附属板橋病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

303 837 千原 英夫 ちはら ひでお 小倉記念病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

304 598 辻 潔 つじ きよし 近畿大学病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

305 935 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 2017/12/15 2023/3/31

306 937 徳永 聡 とくなが そう 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 脳血管内治療科 2017/12/15 2023/3/31

307 283 中川 修宏 なかがわ のぶひろ 近畿大学病院 医学部附属病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

308 539 西田 武生 にしだ たけお 大阪大学医学部附属病院 脳神経外科学 2017/12/15 2023/3/31

309 848 橋本 幸治 はしもと こうじ 山梨大学医学部附属病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

310 757 原口 健一 はらぐち けんいち 社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

311 543 日宇 健 ひう たけし 国立病院機構 長崎医療センター 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

312 493 福田 仁 ふくだ ひとし 高知大学医学部附属病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

313 494 藤本 道生 ふじもと みちお 新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

314 686 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 2017/12/15 2023/3/31

315 618 三浦 洋一 みうら よういち 三重大学医学部附属病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

316 619 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 2017/12/15 2023/3/31

317 965 宮本 倫行 みやもと みちゆき 帝京大学医学部附属病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

318 967 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 2017/12/15 2023/3/31

319 624 森谷 匡雄 もりや まさお 新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

320 767 八子 理恵 やこ りえ 和歌山県立医科大学 脳神経外科 2017/12/15 2023/3/31

321 776 浅井 克則 あさい かつのり 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 2018/12/15 2024/3/31

322 777 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 2018/12/15 2024/3/31

323 875 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 2018/12/15 2024/3/31

324 780 池田 宏之 いけだ ひろゆき 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

326 878 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 2018/12/15 2024/3/31

327 640 市川 剛 いちかわ つよし 福島赤十字病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

328 787 井上 悟志 いのうえ さとし 医療法人社団順心会 順心病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

329 714 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 2018/12/15 2024/3/31

330 510 内田 和孝 うちだ かずたか 兵庫医科大学病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

331 793 遠藤 英樹 えんどう ひでき 社会医療法人医仁会 中村記念南病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

332 889 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 2018/12/15 2024/3/31

333 261 岡崎 貴仁 おかざき たかひと 広島大学病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

334 800 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西部病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

335 173 片山 正輝 かたやま まさてる 東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

336 902 菅 一成 かん いっせい 東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

337 520 木村 尚人 きむら なおと 岩手県立中央病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

338 267 日下 昇 くさか のぼる 国立病院機構 岩国医療センター 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

339 919 神保 康志 じんぼ やすし 長岡赤十字病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

340 276 鈴木 宰 すずき おさむ 名古屋掖済会病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

341 591 壽美田 一貴 すみた かずたか 東京医科歯科大学医学部附属病院 血管内治療科 2018/12/15 2024/3/31

342 1029 田島 隼人 たじま はやと 半田市立半田病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

343 1030 田島 洋佑 たじま ようすけ 国保直営総合病院 君津中央病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

344 1135 西堀 正洋 にしほり まさひろ 名古屋大学医学部附属病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

345 426 西牟田 洋介 にしむた ようすけ 鹿児島市立病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

347 428 林 直樹 はやし なおき おさか脳神経外科病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

348 1253 平松 匡文 ひらまつ まさふみ 岡山大学病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

349 547 藤本 基秋 ふじもと もとあき 天理よろづ相談所病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

350 761 前田 一史 まえだ かずし 馬場記念病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

351 1065 矢木 亮吉 やぎ りょうきち 大阪医科大学附属病院 脳神経外科学教室 2018/12/15 2024/3/31



352 558 山内 滋 やまうち しげる 市立島田市民病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

353 559 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 2018/12/15 2024/3/31

354 867 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 2018/12/15 2024/3/31

355 385 吉田 賢作 よしだ けんさく 東京都立広尾病院 脳神経外科 2018/12/15 2024/3/31

356 774 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 2018/12/15 2024/3/31

357 707 藍原 正憲 あいはら まさのり 群馬大学医学部附属病院 脳外科 2019/12/21 2025/3/31

358 708 阿美古 将 あびこ まさる JA 尾道総合病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

359 876 新井 大輔 あらい だいすけ 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

360 877 井澤 大輔 いざわ だいすけ 岸和田徳洲会病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

361 783 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 2019/12/21 2025/3/31

362 785 伊丹 尚多 いたみ ひさかず 国立病院機構 岩国医療センター 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

363 641 井上 明宏 いのうえ あきひろ 愛媛大学医学部附属病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

364 881 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 2019/12/21 2025/3/31

365 992 岩田 亮一 いわた りょういち 関西医科大学附属病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

366 565 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 2019/12/21 2025/3/31

367 398 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 2019/12/21 2025/3/31

368 458 尾上 亮 おがみ りよう マツダ株式会社マツダ病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

369 1002 賀耒 泰之 かく やすゆき 熊本大学病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

370 803 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 2019/12/21 2025/3/31

371 805 兼松 康久 かねまつ やすひさ 徳島大学病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

372 1098 久貝 宮仁 くがい みやひと 社会医療法人寿会 富永病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

373 1009 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 2019/12/21 2025/3/31

374 916 篠田 成英 しのだ なりひで 医療法人六心会恒生病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

375 528 白川 学 しらかわ まなぶ 兵庫医科大学病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

376 594 髙垣 匡寿 たかがき まさとし 大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

377 927 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 2019/12/21 2025/3/31

378 1125 田邉 淳 たなべ じゅん 藤田医科大学病院 脳卒中科 2019/12/21 2025/3/31

379 533 田村 貴光 たむら たかみつ 社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 脳卒中センター 2019/12/21 2025/3/31

380 420 辻 篤司 つじ あつし 国立大学法人 滋賀医科大学附属病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

381 934 壷井 祥史 つぼい よしふみ 川崎幸病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

382 940 内藤 丈裕 ないとう たけひろ 小牧市民病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

383 948 新妻 邦泰 にいづま くにやす 東北大学病院 神経外科先端治療開発学分野 2019/12/21 2025/3/31

384 1134 新美 淳 にいみ じゅん 船橋市立医療センター 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

385 1248 花岡 吉亀 はなおか よしき 国立大学法人信州大学医学部附属病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

386 854 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 2019/12/21 2025/3/31

387 684 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 2019/12/21 2025/3/31

388 688 松本 佳久 まつもと よしひさ 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

390 762 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 2019/12/21 2025/3/31

391 553 宮田 圭 みやた けい 札幌医科大学附属病院 附属病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

392 497 村上 守 むらかみ まもる 京都第二赤十字病院 脳神経外科 2019/12/21 2025/3/31

393 772 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 2019/12/21 2025/3/31

注意）認定中の指導医のみ掲載


