
⽇本脳神経⾎管内治療学会認定 指導医（2020年9⽉1⽇現在、366名）
指導医番号 専⾨医番号 指導医⽒名 指導医⽒名（かな） 所 属

4 4 ⼩⻄善史 こにしよしふみ 医療法⼈財団報徳会 ⻄湘病院脳神経外科
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
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
8 8 滝和郎 たきわろう 康⽣会武⽥病院
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
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
11 11 根来真 ねごろまこと ⼀宮⻄病院
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
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
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
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 脳神経外科
17 17 伊藤靖 いとうやすし 信楽園病院脳神経外科
19 19 ⽜越聡 うしこしさとし 柏葉脳神経外科病院脳神経外科
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
21 21 郭泰彦 かくやすひこ 朝⽇⼤学病院脳神経外科
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
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
24 24 ⼩林繁樹 こばやししげき 千葉県救急医療センター
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
26 26 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
27 27 渋⾕肇 しぶやただし 武蔵野徳洲会病院脳神経外科
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
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
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
32 32 中澤拓也 なかざわたくや 京都岡本記念病院脳⾎管内治療センター
33 33 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
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
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
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
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
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
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
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
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
45 45 村尾健⼀ むらおけんいち 城⼭病院脳⾎管内治療科
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
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
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
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
51 90 倉⽥彰 くらたあきら ⻘葉台脳神経外科・内科
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
53 115 天神博志 てんじんひろし 佐野記念病院脳神経外科
54 117 徳永浩司 とくながこうじ 岡⼭市⽴市⺠病院脳神経外科
55 123 ⻄尾明正 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
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
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
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
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
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
65 57 ⽯原正⼀郎 いしはらしよういちろ埼⽟⽯⼼会病院脳神経外科
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
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
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
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
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
71 91 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
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
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
74 190 ⻄正吾 にししようご ⼤隅⿅屋病院脳神経外科
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



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
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
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
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
81 82 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
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
84 118 ⼾根修 とねおさむ ⻘梅市⽴総合病院脳卒中センター
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
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
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
89 219 内⼭尚之 うちやまなおゆき ⽯川県⽴中央病院脳神経外科
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
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
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
94 269 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
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
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
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
98 107 ⾼⼭勝年 たかやまかつとし 社会医療法⼈⾼清会⾼井病院 脳⾎管内治療科・IVR科 
99 113 出⼝潤 でぐちじゆん 市⽴奈良病院脳⾎管内治療科
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
101 122 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
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
103 129 波多野武⼈ はたのたけと ⼩倉記念病院脳神経外科
104 204 増尾修 ますおおさむ 横浜市⽴市⺠病院脳⾎管内治療科
105 143 松本圭吾 まつもとけいご 地域医療機能推進機構(JCHO)神⼾中央病院脳神経外科
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
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
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
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
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
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
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
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
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
115 184 新堂敦 しんどうあつし ⾼松⾚⼗字病院脳神経外科
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
117 112 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
118 290 ⻄野和彦 にしのかずひこ ⽵⽥綜合病院脳神経外科
119 196 ⽐嘉隆 ひがたかし 社会医療法⼈河北医療財団 河北総合病院脳神経外科
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
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
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
123 141 堀雄三 ほりゆうぞう 永冨脳神経外科病院放射線科
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
125 216 ⽷川博 いとかわひろし 牧⽥総合病院脳神経外科
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
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
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
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
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
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
133 308 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
134 150 百次仁 ももじじん ⼤浜第⼀病院脳神経外科
135 266 ⾦澤隆三郎 かなざわりゆうざぶろ医療法⼈社団曙会 流⼭中央病院脳神経外科
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⾎管内治療科
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
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
139 98 佐藤栄志 さとうえいし 医療法⼈桜丘会 ⽔⼾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
140 232 須⼭武裕 すやまたけひろ 関⻄医科⼤学総合医療センター脳神経外科
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
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



143 250 吉岡努 よしおかつとむ 福岡⾚⼗字病院脳神経外科
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
145 327 新井良和 あらいよしかず 市⽴敦賀病院脳神経外科
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⾎管内治療科
148 448 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
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
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
151 451 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
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
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
155 228 澤⽥元史 さわだもとし 松波総合病院脳神経外科
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
157 355 庄島正明 しょうじままさあき 埼⽟医科⼤学総合医療センター脳神経外科
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
159 365 ⽥中美千裕 たなかみちひろ ⻲⽥総合病院脳⾎管内治療科
160 366 鶴⽥和太郎 つるたわたろう 国家公務員共済連合会 ⻁の⾨病院脳神経⾎管内治療科
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 関⻄ろうさい病院脳神経外科
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
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センター 脳⾎管内治療部
164 293 ⻑⾕川仁 はせがわひとし 新潟⼤学医⻭学総合病院脳神経外科
165 430 原⽥啓 はらだけい 池友会福岡和⽩病院脳神経外科
166 374 藤⽥敦史 ふじたあつし 神⼾⼤学医学部附属病院医学部附属病院 脳神経外科
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
168 375 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
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
170 310 三橋豊 みつはしゆたか ⽣⻑会 府中病院脳神経外科
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
172 381 森⽥健⼀ もりたけんいち 新潟市⺠病院脳卒中科
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
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
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
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
177 59 伊藤理 いとうおさむ 福岡輝栄会病院脳神経外科
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
179 342 加藤徳之 かとうのりゆき 国⽴病院機構 ⽔⼾医療センター脳神経外科
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
181 408 近藤⻯史 こんどうりゆうし 埼⽟⽯⼼会病院脳神経外科
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
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
184 281 ⽴嶋智 たてしまさとし UCLA Medical CenterInterventional Neuroradiology
185 534 靍⾒有史 つるみありひと つるみ脳神経病院脳神経外科
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
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
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
189 136 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
190 207 森嶋啓之 もりしまひろゆき 川崎市⽴多摩病院脳神経外科
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
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
193 210 吉⽥昌弘 よしだまさひろ ⼤崎市⺠病院脳神経外科
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
195 322 和⽥始 わだはじめ 旭川医科⼤学病院脳神経外科
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
197 326 ⾜⽴秀光 あだちひでみつ 地⽅独⽴⾏政法⼈神⼾市⺠病院機構 神⼾市⽴医療センタ-⻄市⺠病院脳神経外科
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
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
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
201 338 太⽥剛史 おおたつよし 国⽴循環器病研究センター脳神経外科
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
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
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
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
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



207 529 鈴⽊⼀郎 すずきいちろう ⼋⼾市⽴市⺠病院⾎管内脳神経外科
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
209 418 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
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
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
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
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
215 303 堀江信貴 ほりえのぶたか ⻑崎⼤学病院医学部・⻭学部附属病院 脳神経外科
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
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
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
219 444 秋⼭武紀 あきやまたけのり 慶應義塾⼤学病院脳神経外科
221 567 ⼤⻄宏之 おおにしひろゆき ⼤⻄脳神経外科病院脳神経外科
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
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
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
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
226 76 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
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
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
229 349 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
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
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
232 412 清⽔崇 しみずたかし 上尾中央総合病院脳神経外科
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
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）
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
236 189 原淑恵 はらよしえ 兵庫県災害医療センター・神⼾⾚⼗字病院脳神経外科
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
238 682 福⽥健治 ふくだけんじ 福岡⼤学病院
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
240 312 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
241 555 ⽑利正直 もうりまさなお 富⼭市⽴富⼭市⺠病院脳神経外科
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
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
244 388 明⽥秀太 あけたしゅうた ⼤阪警察病院脳神経外科
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
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
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
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
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
250 652 ⻑内俊也 おさないとしや 北海道⼤学病院脳神経外科
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
252 345 スィーワッタナすぃーわったなくんき東海⼤学医学部付属病院脳神経外科
253 659 河野健⼀ こうのけんいち 宇都宮記念病院
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
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
256 487 花岡真実 はなおかまみ 徳島⾚⼗字病院脳神経外科
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
258 755 早瀬睦 はやせまこと 福井⾚⼗字病院脳神経外科
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
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
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
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
263 254 飯原弘⼆ いいはらこうじ 国⽴循環器病研究センター脳神経外科
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
265 791 祖⺟井⿓ うばがいりゅう 藍の都脳神経外科病院脳神経外科
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
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
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
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
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



271 592 須⼭嘉雄 すやまよしお 藤⽥医科⼤学病院脳卒中科
272 475 孫宰賢 そんちぇひょん 医療法⼈財団明理会 新松⼾中央総合病院
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
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
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
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
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
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
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
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 福岡市⺠病院脳神経外科
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
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
283 966 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
284 623 盛岡潤 もりおかじゅん 藤⽥医科⼤学病院医学部脳卒中科
285 695 ⼭崎友郷 やまざきともさと 国⽴病院機構 ⽔⼾医療センター脳神経外科
286 870 結城⼀郎 ゆうきいちろう University of California Irvine Medical CenterDepartment of Neurological Surgery
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
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
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
290 220 宇野淳⼆ うのじゆんじ ⾺場記念病院脳神経外科
291 1086 ⼤熊佑 おおくまゆう 福⼭市⺠病院脳神経外科
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
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
294 572 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
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
296 802 加藤宏⼀ かとうこういち 東京労災病院脳神経外科
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
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
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
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
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）
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
303 837 千原英夫 ちはらひでお ⼩倉記念病院脳神経外科
304 598 辻潔 つじきよし 近畿⼤学病院脳神経外科
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
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
307 283 中川修宏 なかがわのぶひろ 近畿⼤学奈良病院脳神経外科
308 539 ⻄⽥武⽣ にしだたけお ⼤阪⼤学医学部附属病院脳神経外科学
309 848 橋本幸治 はしもとこうじ ⼭梨県⽴中央病院脳神経外科
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
311 543 ⽇宇健 ひうたけし ⻑崎⼤学病院脳神経外科
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
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
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
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
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
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
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
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
320 767 ⼋⼦理恵 やこりえ 和歌⼭県⽴医科⼤学脳神経外科
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
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
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
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
326 878 ⽯川治 いしかわおさむ 佐久市⽴国保浅間総合病院脳神経外科
327 640 市川剛 いちかわつよし ⽇本⾚⼗字社 福島⾚⼗字病院脳神経外科
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
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
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
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
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
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



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⻄部病院脳神経外科
335 173 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
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
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
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
339 919 神保康志 じんぼやすし ⻑岡⾚⼗字病院脳神経外科
340 276 鈴⽊宰 すずきおさむ 名古屋掖済会病院脳神経外科
341 591 壽美⽥⼀貴 すみたかずたか 東京医科⻭科⼤学医学部附属病院⾎管内治療科
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
343 1030 ⽥島洋佑 たじまようすけ 松⼾市⽴総合医療センター脳神経外科
344 1135 ⻄堀正洋 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
345 426 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
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
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
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
350 761 前⽥⼀史 まえだかずし ⾺場記念病院脳神経外科
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
352 558 ⼭内滋 やまうちしげる 市⽴島⽥市⺠病院脳神経外科
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
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
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
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
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
358 708 阿美古将 あびこまさる JA 尾道総合病院脳神経外科
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
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
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
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
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
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
365 992 岩⽥亮⼀ いわたりょういち 関⻄医科⼤学附属病院脳神経外科
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
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
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
369 1002 賀⽾泰之 かくやすゆき 熊本⼤学病院脳神経外科
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
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
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
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
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
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
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
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
378 1125 ⽥邉淳 たなべじゅん 藤⽥医科⼤学病院脳卒中科
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
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
381 934 壷井祥史 つぼいよしふみ 川崎幸病院脳神経外科
382 940 内藤丈裕 ないとうたけひろ ⼩牧市⺠病院脳神経外科
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
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
385 1248 花岡吉⻲ はなおかよしき 信州⼤学医学部附属病院脳神経外科
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
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
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
390 762 溝上泰⼀朗 みぞかみたいちろう 同愛会 副島病院脳神経外科
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
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
393 772 吉原智之 よしはらともゆき 関⻄医科⼤学総合医療センター救急医学科


