
⽇本脳神経⾎管内治療学会認定 専⾨医 （2020年9⽉1⽇現在、1582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 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 群⾺⼤学医学部附属病院脳神経外科学 873 −
会⽥泰裕 あいだやすひろ ⽯川県⽴中央病院脳神経外科 1415 −
相原徳孝 あいはらのりたか 名古屋市⽴⼤学病院脳神経外科 252 −
相原寛 あいはらひろし 医療法⼈翠清会 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 群⾺⼤学医学部附属病院脳外科 707 357
相⾒有理 あいみゆり 市⽴四⽇市病院脳神経外科 1542 −
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 ⽇本医科⼤学付属病院脳神経内科 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 −
⻘柳滋 あおやぎしげる 東京医科⼤学茨城医療センター脳神経外科 1543 −
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 52 87
⾚松洋祐 あかまつようすけ 岩⼿県⽴中部病院脳神経外科学講座 1174 −
阿河祐⼆ あがわゆうじ ⼩倉記念病院脳神経外科 1175 −
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
秋達樹 あきたつき 総合⼤雄会病院脳神経外科 1294 −
秋本⼤輔 あきもとたいすけ 筑波⼤学附属病院脳神経外科 1544 −
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 慶應義塾⼤学病院脳神経外科 444 219
秋⼭真美 あきやままみ 医療法⼈社団東光会 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 国⽴病院機構 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 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 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 森⼭脳神経センター病院脳⾎管内治療科 325 245
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 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 千葉⼤学医学部附属病院脳神経外科学教室 983 −
安達⼀英 あだちかずひで 藤⽥医科⼤学病院脳神経外科 506 −
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 326 197
⾜⽴拓優 あだちひろまさ 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 708 358
安部倉友 あべくらゆう 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 1176 −
阿部悟朗 あべごろう 福岡輝栄会病院脳神経外科 778 −
阿部考貢 あべたかつぐ 由利組合総合病院脳神経外科 1545 −
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 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
天野貴之 あまのたかゆき 名古屋徳州会総合病院脳神経外科 1546 −
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・神経脊椎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 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 876 359
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 −
荒井信彦 あらいのぶひこ 慶應義塾⼤学病院医学部脳神経外科 1547 −
新井政幸 あらいまさゆき 厚⽣連⾼岡病院脳神経外科 390 −
新井佑輔 あらいゆうすけ 東京医科⼤学病院脳神経外科 1548 −
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 医療法⼈光臨会 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附属病院脳神経外科 1418 −
有村公⼀ ありむらこういち 九州⼤学病院脳神経外科 779 288
安藤和弘 あんどうかずひろ 新潟⼤学医⻭学総合病院脳神経外科 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 −



安藤⼤祐 あんどうだいすけ 東北⼤学病院脳神経内科 1549 −
安藤等 あんどうひとし 東京都⽴広尾病院脳神経外科・救命救急センター 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 医療法⼈済衆館 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 国⽴循環器病研究センター脳神経外科 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 地⽅独⽴⾏政法⼈市⽴⼤津市⺠病院脳神経外科 710 −
伊⽊勇輔 いきゆうすけ 地⽅独⽴⾏政法⼈⻑崎市⽴病院機構 ⻑崎みなとメディカルセンター脳神経外科 1550 −
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 −
池澤瑞⾹ いけざわみずか 名古屋⼤学医学部附属病院脳神経外科 1551 −
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 医療法⼈社団 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 −
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 780 324
池堂太⼀ いけどうたいち 国⽴循環器病研究センター脳神経外科 781 −
池野幸⼀ いけのこういち 社会福祉法⼈恩賜財団 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 岸和⽥徳洲会病院脳神経外科 877 360
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 163 88
⽯井⼤嗣 いしいたいじ 公⽴豊岡病院組合⽴ 豊岡病院脳神経外科 782 −
⽯井匡 いしいまさし ⽇産厚⽣会⽟川病院脳神経外科 1178 −
⽯井洋介 いしいようすけ 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 関東労災病院脳神経外科 637 −
⽯神⼤⼀郎 いしがみだいいちろう 東京⼤学医学部附属病院脳神経外科 1552 −
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 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 東京⼥⼦医科⼤学附属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 名古屋⼤学医学部附属病院脳神経外科 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附属病院 脳神経外科 328 149
⽯橋良太 いしばしりょうた ⽥附興⾵会医学研究所北野病院脳神経外科 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 社会医療法⼈⾄仁会 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 ⼭⼝⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 医療法⼈社団明芳会 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 −
森貴久 もりたかひさ 湘南鎌倉総合病院脳卒中診療科 47 47
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 社会医療法⼈河北医療財団 河北総合病院脳⾎管内科 331 −
井関征祐 いせきせいすけ 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院脳神経外科 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 783 361
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 岩⼿医科⼤学附属病院内科学講座 脳神経内科・⽼年科分野 784 −
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 785 362
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 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 −
⼀之瀬⼤輔 いちのせだいすけ 国⽴国際医療研究センター 国府台病院脳神経外科 1553 −
⼀ノ瀬信彦 いちのせのぶひこ 医療法⼈清泉会 ⼀ノ瀬病院脳神経外科 988 −
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 58 66
井筒伸之 いづつのぶゆき ⼤阪⼤学医学部附属病院脳神経外科 1420 −
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 −
井⼿⾥美 いでさとみ ⼤分⼤学医学部附属病院放射線科 1421 −
井⼿智 いでさとる 産業医科⼤学病院放射線科学教室 879 −
伊藤明博 いとうあきひろ 帝京⼤学医学部附属病院脳神経外科／脳⾎管内治療科 990 −
伊藤明 いとうあきら ⼀般財団法⼈広南会 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 社会医療法⼈仁愛会 浦添総合病院脳神経外科 450 −
伊藤清佳 いとうさやか 京都岡本記念病院脳神経外科 1554 −
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 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
伊藤康裕 いとうやすひろ 柏葉脳神経外科病院脳神経外科 1555 −
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 牧⽥総合病院脳神経外科 216 125
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 −
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 京都桂病院脳神経外科 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 愛媛⼤学医学部附属病院脳神経外科 641 363
井上⽂ いのうえあや イムス東京葛飾総合病院脳神経外科 1556 −
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 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 881 364
井上靖夫 いのうえやすお 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 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 社会医療法⼈緑泉会 ⽶盛病院脳神経外科 1425 −
井上佑樹 いのうえゆうき 医療法⼈社団東光会 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 −
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 −
今井哲秋 いまいてつあき 函館中央病院脳神経外科 1557 −
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
今岡幸弘 いまおかゆきひろ 荒尾市⺠病院医局 1558 −
今中康介 いまなかこうすけ 埼⽟県済⽣会栗橋病院脳神経外科 1559 −
井間博之 いまひろゆき ⼤阪労災病院脳神経外科 1184 −
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 昭和⼤学病院脳神経外科 1426 −
⼊佐剛 いりさごう 宮崎⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 −
岩⽥卓⼠ いわたたかし 名古屋市⽴⼤学病院脳神経外科 1560 −
岩楯兼尚 いわたてけんしょう 福島県⽴医科⼤学附属病院脳神経外科 1083 −
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 関⻄医科⼤学附属病院脳神経外科 992 365
岩永充⼈ いわながみつと 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 453 −
岩橋洋⽂ いわはしひろふみ 兵庫県⽴淡路医療センター脳神経外科 1561 −
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 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 ⼤宮中央総合病院脳神経外科 1186 −
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 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 神鋼記念病院脳神経外科 334 −
上⽻佑亮 うえばゆうすけ ⾼知⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 −
鵜飼亮 うかいりょう 札幌医科⼤学附属病院医学部神経再⽣医療科 885 −
⽜越聡 うしこしさとし 柏葉脳神経外科病院脳神経外科 19 19
内川裕貴 うちかわひろき 東京⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 医療法⼈渓仁会 ⼿稲渓仁会病院脳神経外科 788 −
内⽥和孝 うちだかずたか 兵庫医科⼤学病院脳神経外科 510 330
内⽥賢⼀ うちだけんいち 千葉徳州会病院脳神経外科 1304 −
内⽥貴範 うちだたかのり 医療法⼈社団曙会 流⼭中央病院脳神経外科 715 −
内⽥達哉 うちだたつや 東京⼤学医学部附属病院脳神経外科 1562 −
内⽥浩喜 うちだひろき 東北⼤学病院脳神経外科 1305 −
内⽥将司 うちだまさし 聖マリアンナ医科⼤学病院脳神経外科 1085 −
内⽥充 うちだみつる 国⽴循環器病研究センター脳神経外科 1563 −
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 医療法⼈徳洲会 ⽩根徳洲会病院脳神経外科 1307 −
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 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 帝京⼤学医学部附属病院脳神経外科学講座 1429 −
宇野哲史 うのてつじ ⿃取⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 藍の都脳神経外科病院脳神経外科 791 265
⾺場良⼦ うまばりょうこ ⼤阪市⽴総合医療センター脳⾎管内治療科 1564 −
梅嵜有砂 うめさきありさ 横浜市⽴市⺠病院脳⾎管内治療科 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 うめづ脳神経外科脳神経外科 645 −
鵜⼭淳 うやまあつし 医療法⼈財団報徳会 ⻄湘病院脳神経外科 993 −
占部善清 うらべよしきよ 森林クリニック脳神経外科 646 −
上床武史 うわとこたけし 佐賀県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 医療法⼈厚⽣会 ⼩原病院脳神経外科 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 565 366
江⼝盛⼀郎 えぐちせいいちろう 東京⼥⼦医科⼤学病院脳神経外科 1187 −
江⽥⼤武 えだひろたけ 島根⼤学医学部附属病院医学部脳神経外科 1430 −
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 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 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
江橋諒 えばしりょう 柳川病院脳神経外科 1565 −
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 −
蛯⼦裕輔 えびこゆうすけ ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター脳神経外科 1566 −
海⽼原幸⼀ えびはらこういち 国保直営総合病院 君津中央病院脳神経外科 647 −
江⾥⼝隆 えりぐちたかし 明理会中央総合病院脳神経外科 1567 −
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 社会医療法⼈医仁会 中村記念南病院脳神経外科 793 331
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 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 ⼀般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 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 −
⼤⽯ 裕美⼦ おおいしゆみこ 慶應義塾⼤学病院脳神経外科 1568 −
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 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 福⼭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 東北⼤学病院脳神経外科 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 広島⾚⼗字・原爆病院脳神経外科 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 ⽯岡循環器科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
⼤島良介 おおしまりょうすけ 名古屋⼤学医学部附属病院脳神経外科 1569 −
⼤⾼稔晴 おおたかとしはる 聖隷横浜病院脳神経外科 1571 −
⼤瀧隼也 おおたきしゅんや 砂川市⽴病院脳神経外科 1431 −
太⽥圭祐 おおたけいすけ 愛知県厚⽣農業協同組合連合会 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 脳神経センター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 国⽴循環器病研究センター脳神経外科 338 201
太⽥智慶 おおたともよし ⻑岡⾚⼗字病院脳神経外科 1570 −



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 66 80
⼤多和賢登 おおたわまさと 豊橋市⺠病院 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 −
⼤仲佳祐 おおなかけいすけ 医療法⼈翠清会 翠清会梶川病院脳神経外科 1572 −
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 567 221
⼤貫陽⼀ おおぬきよういち 東海⼤学医学部付属病院神経内科 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 藤⽥医科⼤学病院脳神経外科 1088 −
⼤橋聡 おおはしそう 川崎幸病院脳神経外科 1573 −
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 398 367
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
⼤庭信⼆ おおばしんじ 呉医療センター・中国がん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 −
⼤村知久 おおむらともひさ ⻄宮協⽴脳神経外科病院脳神経外科 1574 −
⼤村真弘 おおむらまさひろ 名古屋市⽴⼤学病院神経内科 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 医療法⼈社団直和会 平成⽴⽯病院地域救急医療センター 68 −
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 207 190
⼤屋房⼀ おおやふさかず 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構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 佐賀⼤学医学部附属病院脳神経外科 651 222
岡⽥憲⼆ おかだけんじ ⾼知県⽴幡多けんみん病院脳神経外科 997 −
岡⽥俊⼀ おかだしゅんいち 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 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 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 国家公務員共済組合連合会 新別府病院放射線科 262 −
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 569 292
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 458 368
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病院脳⾎管内治療科 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 −
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 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 570 224
荻野暁義 おぎのよしあき ⽇本⼤学医学部附属板橋病院脳神経外科 1313 −
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 九州⼤学病院脳神経外科 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 昭和⼤学病院脳神経外科 459 225
奥⼭翼 おくやまつばさ 東千葉メディカルセンター脳神経外科 1314 −
⼩倉健紀 おぐらたけのり ⼩倉記念病院脳神経外科 999 −
⼩坂恭彦 おさかやすひこ 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 愛媛⼤学医学部附属病院脳神経外科 1190 −
尾崎友彦 おざきともひこ ⼤阪⼤学医学部附属病院脳神経外科 895 −
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JA 尾道総合病院脳神経外科 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
⼩野秀明 おのひであき 富⼠脳障害研究所附属病院脳神経外科 1575 −
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 東京⼤学医学部附属病院脳神経外科 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
⾯髙俊介 おもだかしゅんすけ 東北⼤学病院脳神経外科 1000 −
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 岩国おりた脳神経クリニック 721 −
折⼾公彦 おりときみひこ 久留⽶⼤学病院脳神経外科 722 −
恩⽥敏之 おんだとしゆき 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 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 東京慈恵会医科⼤学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
⾓本孝介 かくもとこうすけ 社会医療法⼈財団池友会 福岡新⽔巻病院脳神経外科 1003 −
郭泰彦 かくやすひこ 朝⽇⼤学病院脳神経外科 21 21
賀⽾泰之 かくやすゆき 熊本⼤学病院脳神経外科 1002 369
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 −
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 −
梶原真仁 かじはらまさひと 池友会福岡和⽩病院脳神経外科 1576 −
梶原洋介 かじはらようすけ 五⽇市記念病院脳神経外科 801 −
加治正知 かじまさとも 社会福祉法⼈恩賜財団 済⽣会熊本病院脳卒中センター脳神経外科 264 −
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脳神経内科 898 −
粕⾕泰道 かすやひろみち 医療法⼈聖麗会 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 社会医療法⼈孝仁会 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 慶應義塾⼤学病院神経内科 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 イムス東京葛飾総合病院脳卒中・脳⾎管外科 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附属病院脳神経外科 1440 −
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 342 179
加藤依⼦ かとうよりこ 横浜市⽴⼤学附属病院脳神経外科学 654 −
⾨岡慶介 かどおかけいすけ ⻲⽥総合病院脳⾎管内治療科 899 −
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医療法⼈社団曙会 流⼭中央病院脳神経外科 266 135
⾦丸拓也 かなまるたくや NTT東⽇本関東病院脳⾎管内科 1441 −
⾦本正 かなもとただし ⻑崎⼤学病院医学部 脳神経内科 1577 −
⾦⾕英明 かなやひであき 独協医科⼤学病院病院 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 803 370
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 医療法⼈社団東光会 ⼾⽥中央総合病院脳神経外科 804 −



⾦城雄太 かねしろゆうた 市⽴島⽥市⺠病院脳神経外科 1578 −
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 徳島⼤学病院脳神経外科 805 371
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 −
⿅⽑淳史 かのけあつし ⼀般財団法⼈広南会 広南病院⾎管内脳神経外科 1579 −
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 東京⻭科⼤学市川総合病院脳神経外科 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 ⾦沢⼤学附属病院脳神経外科 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 ⻄宮渡辺⼼臓脳・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 社会医療法⼈天神会 新古賀病院脳神経外科 1445 −
唐鎌淳 からかまじゅん 東京医科⻭科⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 社会医療法⼈若弘会 若草第⼀病院脳神経外科 1446 −
川上理 かわかみおさむ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 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附属病院脳神経外科 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 −
川⼝知⼰ かわぐちともみ 名古屋⼤学医学部附属病院脳神経外科 1580 −
川⼝礼雄 かわぐちれお 愛知医科⼤学病院脳神経外科 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 医仁会 武⽥総合病院脳神経外科 83 −
川⻄裕 かわにしゆう ⾼知⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 ⼀宮⻄病院脳神経外科 808 −
川端雄⼀ かわばたゆういち ⼀般財団法⼈広南会 広南病院脳⾎管内科 1581 −
川堀真⼈ かわぼりまさひと 北海道⼤学病院医学研究科脳神経外科 1195 −
川村康博 かわむらやすひろ 社会医療法⼈⼤真会 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附属病院脳神経外科 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 島根⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 −
菊野宗明 きくのむねあき 東京医科⼤学病院脳神経内科 1582 −
岸⽥夏枝 きしだなつえ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 京都医療センター脳神経外科 1329 −
岸野洋⼦ きしのようこ 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会 和歌⼭病院脳神経外科 955 −
岸昌宏 きしまさひろ ⼤阪警察病院脳神経外科 1328 −
⽊嶋教⾏ きじまのりゆき ⼤阪⼤学医学部附属病院脳神経外科 1198 −
北川直毅 きたがわなおき 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 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 −
⽊多真也 きだしんや きだクリニック 84 −
⽊⾕知樹 きだにともき 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 1330 −
⽊⾕尚哉 きだになおや 広島市⽴広島市⺠病院脳神経外科・脳⾎管内治療科 1449 −
北野貴也 きたのたかや ⼤阪⼤学医学部附属病院医学部神経内科 1450 −
北原孝宏 きたはらたかひろ 福井⾚⼗字病院脳神経外科 1199 −



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 国⽴⼤学法⼈ 滋賀医科⼤学附属病院脳神経外科 1200 −
⽊附宏 きづきひろし 医療法⼈社団東光会 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 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 1201 −
⽊下喬公 きのしたたかまさ 岐⾩⼤学医学部附属病院脳神経外科 1583 −
⽊下直⼈ きのしたなおと 県⽴広島病院脳神経内科 1453 −
⽊下由宇 きのしたゆう 社会医療法⼈禎⼼会 札幌禎⼼会病院脳神経外科 1454 −
⽊村尚平 きむらしょうへい 医療法⼈財団明理会 東⼾塚記念病院脳神経外科 1455 −
⽊村誠吾 きむらせいご ⼤阪医科⼤学附属病院脳神経外科 1584 −
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 −
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 医療法⼈友愛会 松本病院脳神経外科 1097 −
⾦相年 きんそうねん 札幌医科⼤学附属病院脳神経外科 730 270
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 1098 372
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 267 338
草野義和 くさのよしかず 地⽅独⽴⾏政法⼈ ⻑野市⺠病院脳⾎管内治療科 658 −
櫛裕史 くしゆうじ 国⽴循環器病研究センター脳神経外科 1585 −
⼯藤陽平 くどうようへい 三友堂病院脳神経外科 811 −
國枝武伸 くにえだたけのぶ 関⻄医科⼤学附属病院脳神経内科 467 −
國枝武治 くにえだたけはる 愛媛⼤学医学部附属病院脳神経外科 468 −
久保毅 くぼたけし ⼤分⼤学医学部附属病院医学部脳神経外科学 346 −
久保⽥俊介 くぼたしゆんすけ 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 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 −
久保⽂克 くぼふみかつ 厚地脳神経外科病院脳神経外科 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
熊⾕光祐 くまがいこうすけ 社会医療法⼈⾄仁会 圏央所沢病院脳神経外科 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 社会医療法⼈社団蛍⽔会名⼾ヶ⾕病院脳神経外科 403 −
倉内麗徳 くらうちよしのり 函館新都市病院脳神経内科 1586 −
倉⽥彰 くらたあきら ⻘葉台脳神経外科・内科 90 51
蔵成勇紀 くらなりゆうき 慶應義塾⼤学病院脳神経外科 1587 −
倉部聡 くらべさとし ⽴川綜合病院脳神経外科 1457 −
倉前卓実 くらまえたくみ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構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 兵庫医科⼤学病院脳神経外科 522 228
栗岡久暢 くりおかひさのぶ 阪奈中央病院脳神経外科 1588 −
栗栖宏多 くりすこうた 旭川⾚⼗字病院脳神経外科 1589 −
栗原伴佳 くりばらともよし 札幌医科⼤学附属病院脳神経外科 1333 −
栗⼭充夫 くりやまみつお 国家公務員組合連合会 呉共済病院脳神経外科 1590 −
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 藍の都脳神経外科病院脳神経外科 907 −
⿊⼭貴弘 くろやまたかひろ 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 地域医療機能推進機構(JCHO)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
⽉花正幸 げっかまさゆき ⼩樽市⽴病院脳神経外科 1591 −
源甲斐信⾏ げんかいのぶゆき 新潟脳外科病院脳神経外科 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 373
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 株式会社⽇⽴製作所 ⽇⽴総合病院脳神経外科 1336 −



⾼⼝素史 こうぐちもとふみ 佐賀⼤学医学部附属病院脳神経外科 1592 −
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 神⼾⼤学医学部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 宇都宮記念病院 659 253
河野智之 こうのともゆき 広島市⽴広島市⺠病院脳神経内科 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 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 四国こどもとおとなの医療センター脳神経外科 1459 −
⽯澤錠⼆ こくざわじようじ 朝⽇⼤学病院脳神経外科 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 −
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 福島県⽴医科⼤学附属病院脳神経外科学講座 225 111
⼩⾕嘉則 こたによしのり 岐⾩県厚⽣農業協同組合連合会 中濃厚⽣病院脳神経外科 1337 −
児⽟智信 こだまとものぶ 東京慈恵会医科⼤学附属病院脳神経外科 348 −
⽊次将史 こつぎまさし 奈良県⽴医科⼤学附属病院脳神経外科 1338 −
後藤暁⼦ ごとうあきこ 彩の国東⼤宮メディカルセンター脳神経外科 731 −
後藤昌三 ごとうしようぞう 彩の国東⼤宮メディカルセンター脳神経外科 179 −
後藤忠輝 ごとうただてる 医療法⼈財団報徳会 ⻄湘病院脳神経外科 911 −
後藤晴雄 ごとうはるお 城⻄病院脳神経外科 1460 −
後藤正憲 ごとうまさのり 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院脳神経外科 661 −
後藤正幸 ごとうまさゆき つくばセントラル病院 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 医療法⼈財団報徳会 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 千葉県救急医療センター 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―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
⼩林優也 こばやしゆうや 伊那中央病院脳神経内科 1593 −
⼩松克也 こまつかつや 札幌医科⼤学附属病院脳神経外科 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 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 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・脳⾎管内治療科 912 −
近藤雄⼀郎 こんどうゆういちろう 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 1594 −
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 済⽣会宇都宮病院脳神経外科 1104 −
齋藤清貴 さいとうきよたか 宮崎⼤学医学部附属病院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 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター内科 1206 −
齋藤拓也 さいとうたくや ⼀般財団法⼈広南会 広南病院脳⾎管内科 1595 −
⿑藤智成 さいとうともなり ⽇本医科⼤学付属病院脳神経内科 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 旭川医科⼤学病院脳神経外科 914 −
坂井翔建 さかいしょうた 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 九州労災病院脳⾎管内科 1596 −
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 180 127



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 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 95
坂井英⽣ さかいひでき 社会医療法⼈雪の聖⺟会 聖マリア病院脳神経外科 1466 −
坂⼝学 さかぐちまなぶ ⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪急性期・総合医療センター脳神経内科 409 −
嵯峨健広 さがたけひろ 医療法⼈徳洲会 札幌東徳洲会病院脳神経外科 1341 −
坂⽥純⼀ さかたじゅんいち 北播磨総合医療センター脳神経外科 1467 −
坂⽥洋之 さかたひろゆき 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 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 −
坂真⼈ さかまこと ⿊川病院脳神経外科 816 −
坂本王哉 さかもときみや 福岡⼤学筑紫病院脳神経外科 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 兵庫医科⼤学病院脳神経外科 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医学部附属病院 脳神経外科 227 113
阪本有 さかもとゆう 昭和⼤学江東豊洲病院脳神経外科医局 1597 −
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 −
櫻井卓 さくらいすぐる 社会医療法⼈医仁会 中村記念病院医局 1598 −
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 藍の都脳神経外科病院脳神経外科 582 −
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 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 −
森実⾶⿃ もりざねあすか 京都⼤学医学部附属病院ｉＰＳ細胞研究所 313 −
定⽅英作 さだかたえいさく ⻑崎⼤学病院脳神経外科 1469 −
定藤章代 さだとうあきよ 藤⽥医科⼤学病院脳神経外科 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 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 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 医療法⼈清仁会 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 東北医科薬科⼤学病院脳神経外科 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 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 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 ⽇本医科⼤学付属病院脳神経外科 1016 −
佐藤純⼦ さとうじゅんこ 千葉徳州会病院脳神経外科 1599 −
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 国⽴⼤学法⼈⼭形⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 社会医療法⼈財団慈泉会 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 医療法⼈⾠星会 桝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
佐藤⽂哉 さとうふみや 奈良県⽴医科⼤学附属病院脳神経外科 1600 −
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 筑波⼤学附属病院医学医療系 脳神経外科 584 231
佐藤裕 さとうゆう 松坂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 医療法⼈医仁会 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 ⼤阪⼤学医学部附属病院医学部脳神経外科 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 医療法⼈社団昴会 湖東記念病院脳神経外科 1017 −
品川勝弘 しながわかつひろ 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 公益財団法⼈ライフエクステンション研究所付属 永寿総合病院脳神経外科 526 −
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 916 374
篠原毅之 しのはらたかゆき 医療法⼈社団篠原会 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 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院脳神経外科 917 −
柴⽥碧⼈ しばたあおと 埼⽟県⽴循環器・呼吸器病センター脳神経外科 1601 −
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 学校法⼈北⾥研究所 北⾥⼤学病院脳神経外科 1019 −
芝真⼈ しばまさと 三重⼤学医学部附属病院脳神経外科 918 −
渋川正顕 しぶかわまさあき 医療法⼈光臨会 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 新潟⼤学医⻭学総合病院脳神経外科 1471 −
渋⾕肇 しぶやただし 武蔵野徳洲会病院脳神経外科 27 27
島内寛也 しまうちひろや 医療法⼈社団平成会 藤枝平成記念病院 1602 −
島彰吾 しましょうご 聖路加国際病院脳神経外科 1472 −
島⽥篤 しまだあつし 医療法⼈桜丘会 ⽔⼾ブレインハート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 −
島⽥志⾏ しまだしこう 関⻄医科⼤学総合医療センター脳神経外科 1603 −
島⽥隆⼀ しまだりゆういち ⼤分⼤学医学部附属病院放射線科 586 −
嶋村則⼈ しまむらのりひと 弘前⼤学医学部附属病院脳神経外科 411 156
清⽔篤 しみずあつし JCHO東京⾼輪病院脳神経外科 1604 −
清⽔寛平 しみずかんぺい 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 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 1473 −
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 医療法⼈財団明理会 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 医療法⼈清仁会 シミズ病院脳神経外科 587 −
下岡直 しもおかなお 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 1475 −
下川原⽴雄 しもかわらたつお 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 −
下⼤輔 しもだいすけ 神鋼記念病院脳神経外科 1474 −
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 国⽴病院機構 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 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター脳神経外科 1347 −
庄司拓⼤ しょうじたくひろ ⼤崎市⺠病院脳神経外科 1476 −
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 355 157
庄⽥健⼆ しょうだけんじ 岐⾩⼤学医学部附属病院脳神経外科 1605 −
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 医療法⼈桜希会 東朋⼋尾病院脳神経外科 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 ⾦沢医科⼤学病院脳神経外科医局 665 −
⽩川学 しらかわまなぶ 兵庫医科⼤学病院脳神経外科 528 375
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 森⼭脳神経センター病院脳神経外科 825 −
新治有径 しんじゆうけい 国⽴病院機構 岩国医療センター脳神経外科 1606 −
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 ⾼松⾚⼗字病院脳神経外科 184 115
進藤孝⼀郎 しんどうこういちろう 社会医療法⼈医仁会 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 筑波⼤学附属病院脳神経外科 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 医療法⼈渓仁会 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



新屋貴裕 しんやたかひろ 地⽅独⽴⾏政法⼈ 那覇市⽴病院脳神経外科 1607 −
スィーワッタナクすぃーわったなくんきっ東海⼤学医学部付属病院脳神経外科 345 252
末永潤 すえながじゅん 横浜市⽴⼤学附属病院脳神経外科 1477 −
末松裕貴 すえまつゆうき 宮崎⼤学医学部附属病院脳神経外科 1608 −
菅⽥真⽣ すがたせい びろうの樹脳神経外科 474 −
菅康郎 すがやすお 東京都⽴広尾病院脳神経外科 920 −
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 岡⼭⼤学病院医学部  脳神経外科 28 28
杉浦史郎 すぎうらしろう 地域医療機能推進機構 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 ⼤分⼤学医学部附属病院脳神経外科 1350 −
杉⽥義⼈ すぎたよしと 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 1609 −
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 医療法⼈杉村会 杉村病院脳神経内科 1351 −
杉本⾄健 すぎもとかづたか ⼭⼝⼤学医学部附属病院医局 1610 −
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 越⾕市⽴病院脳神経外科 医局 1352 −
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 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 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 1353 −
鈴⽊健吾 すずきけんご 医療法⼈ 王⼦総合病院脳神経外科 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 東京都⽴多摩総合医療センター脳神経外科 1219 −
鈴⽊倫明 すずきともあき 新潟⼤学医⻭学総合病院脳神経外科 923 −
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 667 255
鈴⽊康隆 すずきやすたか 医療法⼈卓和会 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 社会医療法⼈孝仁会 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 横浜市⽴⼤学附属病院脳神経外科 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 −
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 ⽇本⼤学医学部附属板橋病院脳神経外科 360 302
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 591 341
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 −
陶⼭謙⼀郎 すやまけんいちろう 藤⽥医科⼤学病院脳卒中科 1355 −
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 232 140
須⼭嘉雄 すやまよしお 藤⽥医科⼤学病院脳卒中科 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 医療法⼈社団整馨会 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 −
仙北⾕伸朗 せんぼくやのぶお ⼭梨⼤学医学部附属病院脳神経外科 1611 −
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 徳島⼤学病院脳神経外科 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 東北⼤学病院脳神経外科 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 6 6
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 104 116
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 475 272

た ⾼井洋樹 たかいひろき 川崎医科⼤学附属病院 脳卒中センター脳神経外科 1356 −
⾼尾洋之 たかおひろゆき 東京慈恵会医科⼤学附属病院脳神経外科学講座・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 ⼤阪⼤学医学部附属病院脳神経外科 594 376
髙⽊俊範 たかぎとしのり 兵庫医科⼤学病院脳神経外科 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 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 佐賀⼤学医学部附属病院医学部脳神経外科 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 −
⾼⽟真 たかたましん 公益財団法⼈ ⽼年病研究所附属病院脳神経外科 233 −
⾼⽥能⾏ たかだよしゆき 医療法⼈社団整馨会 新東京病院脳神経外科 1222 −
⾼道美智⼦ たかどうみちこ 京都府⽴医科⼤学附属病院脳神経外科 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 ⽴川綜合病院神経内科 829 −
⾼野裕樹 たかのゆうき 社会医療法⼈社団 光仁会 総合守⾕第⼀病院脳神経外科 1612 −
⾼橋明 たかはしあきら 278 −
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 社会医療法⼈雪の聖⺟会 聖マリア病院脳神経外科 477 −
⾼橋⾥史 たかはしさとし 慶應義塾⼤学病院脳神経外科 1025 −
⾼橋俊栄 たかはしとしえ ⽇本⾚⼗字社 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 新潟⼤学医⻭学総合病院脳神経外科 1224 −
⾼橋祐⼀ たかはしゆういち 医療法⼈社団曙会 流⼭中央病院脳神経外科 1613 −
⾼橋佑介 たかはしゆうすけ 秋⽥⼤学医学部附属病院脳神経外科 1614 −
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 −
髙原正樹 たかはらまさき 沖縄県⽴宮古病院脳神経外科 1615 −
⾼平⼀樹 たかひらかずき 社会医療法⼈孝仁会 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 社会医療法⼈⾼清会⾼井病院 脳⾎管内治療科・IVR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 愛媛⼤学医学部附属病院脳神経外科 416 −
滝和郎 たきわろう 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 −
多喜純也 たきじゆんや 市⽴岸和⽥市⺠病院脳神経外科 830 −
瀧⽥亘 たきたわたる 国⽴病院機構 名古屋医療センター神経内科 1358 −
⽥⼝慧 たぐちあきら 広島⼤学病院脳神経外科 1616 −
詫磨裕史 たくまひろふみ 千葉徳州会病院脳神経外科 1617 −
武井孝麿 たけいたかまろ 国⽴病院機構災害医療センター脳神経外科 1618 −
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 −
武井啓晃 たけいひろあき 中部療護センター脳神経外科 1359 −
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 久留⽶⼤学病院医学部 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 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会 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 927 377
⽵下洋平 たけしたようへい 産業医科⼤学病院放射線科 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 −
武⽥直⼈ たけだなおと 医療法⼈五星会 菊名記念病院脳神経外科 670 −
武⽥康寛 たけだやすひろ 東京⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 ⼤阪⼤学医学部附属病院 1361 −
武信洋平 たけのぶようへい ⼤阪⾚⼗字病院脳神経内科 480 −
武部軌良 たけべのりよし ⽥附興⾵会医学研究所北野病院脳神経外科 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 −
⽵村光広 たけむらみつひろ 札幌医科⼤学附属病院神経再⽣医療科 1619 −
武村有祐 たけむらゆうすけ 福岡⼤学筑紫病院脳神経外科 1620 −
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 松⼾市⽴総合医療センター脳神経外科 1030 343
⽥代典章 たしろのりあき 福岡脳神経外科病院 1621 −
⽴⽥泰之 たつたやすゆき 社会医療法⼈医仁会 中村記念病院脳神経外科 1489 −
⽴⽯明広 たていしあきひろ 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 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 兵庫医科⼤学病院脳神経外科 1362 −
⽥中克浩 たなかかつひろ 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 ⿅児島⼤学病院脳神経外科 1123 −
⽥中俊也 たなかしゅんや 九州⼤学病院脳神経外科 1622 −
⽥中達也 たなかたつや 国際医療福祉⼤学成⽥病院脳神経外科 931 −
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 364 274
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 365 159
⽥中康恵 たなかやすえ 医療法⼈尚和会 宝塚第⼀病院 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 藤枝市⽴総合病院脳神経外科 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 岐⾩市⺠病院脳神経外科 1124 −
⽥中喜展 たなかよしひろ 社会医療法⼈ 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 378
⽥邉智之 たなべともゆき たなべ春⽇野クリニック 1031 −
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 京都府⽴医科⼤学附属病院脳神経外科 1364 −
⾕正⼀ たにしょういち 天理よろづ相談所病院脳神経外科 834 −
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 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病院脳神経外科 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 ⼤阪府⽴病院機構 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 国⽴病院機構 名古屋医療センター脳神経外科 1491 −
⽥村智 たむらさとし 学校法⼈北⾥研究所 北⾥⼤学病院救急救命医学 1623 −
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 533 379
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 総合病院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 −
千⽥光平 ちだこうへい 岩⼿医科⼤学附属病院脳神経外科学講座 1624 −
千原英夫 ちはらひでお 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 光⾵会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
塚越瑛介 つかごしえいすけ 埼⽟医科⼤学国際医療センター脳⾎管内治療科 1625 −
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 新百合ヶ丘総合病院脳神経外科 597 −
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 420 380
辻栄作 つじえいさく 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 1230 −
辻潔 つじきよし 近畿⼤学病院脳神経外科 598 304
辻敬⼀ つじけいいち 国⽴⼤学法⼈ 滋賀医科⼤学附属病院脳神経外科 933 −
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 −
辻優⼀郎 つじゆういちろう ⼤阪医科⼤学附属病院脳神経外科 1492 −
辻有紀⼦ つじゆきこ 津島市⺠病院脳神経外科 421 −
辻芳仁 つじよしひと 医療法⼈徳洲会 松原徳洲会病院脳神経外科 1626 −
津⽥恭治 つだきょうじ 東京都⽴多摩総合医療センター脳神経外科 1367 −
⼟屋敦史 つちやあつし 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 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 −
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外科 1368 −
常俊顕三 つねとしけんぞう 福井⼤学医学部附属病院脳脊髄神経外科 1032 −



坪井謙 つぼいけん 社会医療法⼈ 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 934 381
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 昭和⼤学藤が丘病院脳神経外科 282 129
露⼝冴 つゆぐちさゆる 県⽴広島病院脳神経外科 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 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 九州労災病院脳⾎管内科 1033 −
鶴⾕尚信 つるたにひさのぶ 仙台東脳神経外科病院 1232 −
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 366 160
靍⾒有史 つるみありひと つるみ脳神経病院脳神経外科 534 185
靍⾒祐⼦ つるみゆうこ つるみ脳神経病院 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
勅使川原明彦 てしがわらあきひこ 東京慈恵会医科⼤学附属柏病院脳神経外科 1627 −
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 岡⼭東部脳神経外科病院 114 −
寺⾨利継 てらかどとしつぐ 医療法⼈社団善仁会 ⼩⼭記念病院脳神経外科 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 −
寺⽥栄作 てらだえいさく ⼤阪⼤学医学部附属病院脳神経外科 1628 −
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 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 1035 −
寺⻄功輔 てらにしこうすけ 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院脳神経外科 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 佐野記念病院脳神経外科 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 −
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 −
⼾井宏⾏ といひろゆき ⼤分岡病院脳神経外科 842 −
東海林菊太郎 とうかいりんきくたろう北海道⼤学病院脳神経外科医局 1371 −
東郷康⼆ とうごうこうじ 医療法⼈社団松和会 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 東京⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 −
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 京都第⼀⾚⼗字病院脳神経・脳卒中科 1236 −
徳永敬介 とくながけいすけ 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 1237 −
徳永浩司 とくながこうじ 岡⼭市⽴市⺠病院脳神経外科 117 54
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 937 306
徳⼭承明 とくやまよしあき 徳⼭内科外科 1629 −
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
⾶嶋華 とびしまはな ⻘森市⺠病院脳神経外科 1630 −
冨尾亮介 とみおりょうすけ 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 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 深⾕⾚⼗字病院脳神経外科 1238 −
⼾村九⽉ とむらながつき 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 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 社会医療法⼈財団池友会 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 医療法⼈ 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 志太記念脳神経外科脳神経外科 843 −
豊岡輝繁 とよおかてるしげ 防衛医科⼤学校病院脳神経外科 1631 −
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 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 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 公益財団法⼈ 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 940 382
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 医療法⼈社団親和会 ⻄島病院脳神経外科 673 −
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 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
永井靖識 ながいやすのり 康⽣会武⽥病院脳神経外科 1632 −
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 市⽴御前崎総合病院脳神経外科 750 −
⻑尾紀昭 ながおのりあき 社会医療法⼈寿会 富永病院脳神経外科 1240 −
⻑尾洋⼀郎 ながおよういちろう 熊本⾚⼗字病院脳神経内科 1496 −
中垣英明 なかがきひであき 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 奈良県⽴医科⼤学附属病院脳神経外科 535 213
中川俊祐 なかがわしゅんすけ ⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院脳神経外科 1633 −
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 近畿⼤学奈良病院脳神経外科 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 桑名恵⾵会 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 京都岡本記念病院脳⾎管内治療センター 32 32
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 昭和⼤学病院脳神経外科 1132 −
永⽥崇 ながたたかし 医療法⼈藤井会 ⽯切⽣喜病院脳神経外科 1376 −
永⽥学 ながたまなぶ 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 1040 −
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 社会医療法⼈峰和会 鈴⿅回⽣病院脳神経外科 943 −
中⻄勇太 なかにしゆうた 医療法⼈徳洲会⼋尾徳洲会総合病院脳神経外科 1634 −
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 SUBARU健康保険組合 太⽥記念病院脳神経外科 944 −
中野智伸 なかのとものぶ 社会医療法⼈⼤真会 ⼤隈病院脳神経内科 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 藤⽥医科⼤学病院医学部脳卒中科 36 36
中原公宏 なかはらきみひろ 国際医療福祉⼤学熱海病院脳神経外科 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 −
中村卓也 なかむらたくや ⼀之瀬脳神経外科病院脳神経外科 1635 −
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 675 276
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 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 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 287 −
⻑⼭剛太 ながやまごうた 東京慈恵会医科⼤学附属病院 1242 −
中⼭禎理 なかやまさだよし 昭和⼤学藤が丘病院脳神経外科 1377 −
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 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,脳神経移植科、リハビリテーション科 946 −
成合康彦 なりあいやすひこ 獨協医科⼤学埼⽟医療センター脳神経外科 1636 −
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 兵庫県⽴尼崎総合医療センター脳神経外科 947 −
南都昌孝 なんとまさたか 京都府⽴医科⼤学附属病院医学研究科 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 ⾃治医科⼤学附属病院⾎管内治療センター 脳⾎管内治療部 486 163
南部育 なんぶいく 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 1637 −
南部翔平 なんぶしょうへい 帝京⼤学ちば総合医療センター脳神経外科 1638 −
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 東北⼤学病院神経外科先端治療開発学分野 948 383
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 384



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 学校法⼈北⾥研究所 北⾥⼤学病院脳神経外科 605 −
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 123 55
⻄尾雅実 にしおまさみ 市⽴豊中病院脳神経外科 288 −
⻄川明宏 にしかわあきひろ 諏訪⾚⼗字病院脳神経外科 1639 −
⻄川祐介 にしかわゆうすけ 名古屋市⽴⼤学病院脳神経外科 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 今給黎総合病院脳神経外科 124 −
⻄嶌泰⽣ にしじまやすお ⽯巻⾚⼗字病院脳神経外科 1500 −
⻄正吾 にししようご ⼤隅⿅屋病院脳神経外科 190 74
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 ⼤阪⼤学医学部附属病院脳神経外科学 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 公⽴学校共済組合近畿中央病院脳神経外科 753 −
⻄野和彦 にしのかずひこ ⽵⽥綜合病院脳神経外科 290 118
⻄秀久 にしひでひさ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 京都医療センター脳神経外科 1042 −
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 名古屋⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 九州⼤学病院脳神経外科 1136 −
⻄村真実 にしむらしんじつ 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 慶應義塾⼤学病院脳神経外科 1502 −
⻄本陽央 にしもとよう 社会医療法⼈近森会 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 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 杉⽥⽞⽩記念 公⽴⼩浜病院脳神経外科 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 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 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 関東労災病院 12 12
根元琢磨 ねもとたくま 桑名恵⾵会 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 社会福祉法⼈聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院脳神経外科・てんかん科 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 −
能代将平 のしろしょうへい JA北海道厚⽣連 帯広厚⽣病院脳神経外科 1640 −
野⽥昌幸 のだまさゆき 聖マリ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 順天堂⼤学医学部附属浦安病院脳神経外科 846 −
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 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 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 −
野呂昇平 のろしょうへい 函館新都市病院脳神経外科 1641 −

は 萩野寛隆 はぎのひろたか 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 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 奈良県⽴医科⼤学附属病院脳神経外科 1245 −
箸⽅宏州 はしかたひろくに ⽥附興⾵会医学研究所北野病院脳神経外科 1045 −
橋川拓郎 はしかわたくろう 社会医療法⼈雪の聖⺟会 聖マリア病院脳神経外科 1642 −
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 ⼭梨県⽴中央病院脳神経外科 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 新潟⼤学医⻭学総合病院脳神経外科 293 164
⻑⾕川浩 はせがわひろし 順天堂⼤学医学部附属 静岡病院脳神経外科 1046 −
畑岡峻介 はたおかしゅんすけ 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 −
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 信州⼤学医学部附属病院脳神経外科 1248 385
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 医療法⼈ 新さっぽろ脳神経外科病院 241 −
⽻星⾠哉 はぼしたつや ⾼知⾚⼗字病院脳神経外科 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 地⽅独⽴⾏政法⼈ 桑名市総合医療センター脳神経外科 679 −
濵⽥祐樹 はまだゆうき 国⽴病院機構 ⿅児島医療センター脳・⾎管内科 1643 −
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 筑波⼤学附属病院脳卒中予防・治療学講座 541 186
早川基治 はやかわもとはる 藤⽥医科⼤学病院附属病院 脳神経外科 193 85
早坂典洋 はやさかみちひろ 国保直営総合病院 君津中央病院脳外科 542 −
早崎浩司 はやさきこうじ 地域医療機能推進機構 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 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 194 131
林晃佑 はやしこうすけ ⼤津⾚⼗字病院脳神経外科 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
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 社会福祉法⼈聖隷福祉事業団 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 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 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 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 社会医療法⼈仁愛会 浦添総合病院 195 −
原健太 はらけんた 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 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 −
原⽥啓 はらだけい 池友会福岡和⽩病院脳神経外科 430 165
原健司 はらたけし 国⽴循環器病研究センター脳神経外科 1249 −
原睦也 はらむつや 東京都保健医療公社 豊島病院脳神経外科 756 −
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 189 236
針⽣新也 はりゅうしんや 東北医科薬科⼤学病院脳神経外科 1382 −
春間純 はるまじゅん 岡⼭⼤学病院脳神経外科 1250 −
半⽥明 はんだあきら 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・脳卒中科 431 −
坂東鋭明 ばんどうとしあき 神鋼記念病院脳神経外科 1644 −
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 ⻑崎⼤学病院脳神経外科 543 311
檜垣鮎帆 ひがきあゆほ 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 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 −
東⽥京⼦ ひがしだきょうこ ⼤阪⼤学医学部附属病院神経内科学 1144 −
東⽥哲博 ひがしだてつひろ 医療法⼈社団曙会 流⼭中央病院脳神経外科 953 −
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 東病院脳神経外科 681 −
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 196 119
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 JCHO東京新宿メディカルセンター脳神経⾎管内治療科 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 脳神経センター⼤⽥記念病院神経内科 954 −
桧⼭永得 ひやまながやす ⼤阪府済⽣会 千⾥病院脳神経外科、脳卒中センター 913 −
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 医療法⼈同仁会 京都九条病院脳神経外科 545 −
平岡史⼤ ひらおかふみひろ 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 ⾹川労災病院脳神経外科 611 −
平⽥浩⼆ ひらたこうじ 筑波⼤学附属病院 1252 −



平⽥雅之 ひらたまさゆき ⼤阪⼤学医学部附属病院⼤学院医学系研究科 脳機能診断再建学 297 −
平⽥陽⼦ ひらたようこ 福岡⼤学筑紫病院脳神経外科 1645 −
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 298 187
平松匡⽂ ひらまつまさふみ 岡⼭⼤学病院脳神経外科 1253 348
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 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 ⽇本⼤学医学部附属板橋病院医学部 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 昭和⼤学病院脳神経外科 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 国⺠健康保険 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 久留⽶⼤学病院医学部附属病院 脳神経外科 41 41
樋渡貴昭 ひわたりたかあき 川内市医師会⽴市⺠病院脳神経外科 1511 −
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 −
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 −
布川知史 ふかわのりひと 近畿⼤学病院脳神経外科 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 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 759 280
福嶌由尚 ふくしまよしひさ 社会医療法⼈雪の聖⺟会 聖マリア病院脳⾎管内科 853 −
福⽥健治 ふくだけんじ 福岡⼤学病院 682 238
福⽥修志 ふくだしゅうじ 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 −
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 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 854 386
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 福岡⼤学病院脳神経外科 1513 −
藤井照⼦ ふじいしょうこ 東京医科⻭科⼤学医学部附属病院⾎管内治療科 1646 −
藤井隆司 ふじいたかし 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院脳神経⾎管内治療学講座 1647 −
藤井教雄 ふじいのりお 医療法⼈社団親和会 ⻄島病院脳神経外科 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 医療法⼈⻘仁会 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医学部附属病院 脳神経外科 374 166
藤⽥恭平 ふじたきょうへい 東京医科⻭科⼤学医学部附属病院⾎管内治療科 1648 −
藤⽥聡 ふじたさとし 東邦⼤学医療センター ⼤橋病院脳神経外科 1649 −
藤⾕茂太 ふじたにしげた 国家公務員共済連合会 ⻁の⾨病院脳神経⾎管内治療科 1650 −
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 140 141
藤村直⼦ ふじむらなおこ 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 三重⼤学医学部附属病院脳神経外科 1257 −
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 494 313
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 547 349
森⽥健⼀ もりたけんいち 新潟市⺠病院脳卒中科 381 172
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 医療法⼈秀友会 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 九州労災病院 ⾨司メディカルセンター放射線科 1149 −
⼆⾒宗智 ふたみむねとも 潤和会記念病院脳神経外科 1651 −
⾈越勇介 ふなこしゆうすけ 九州⼤学病院脳神経外科 1515 −
船津尭之 ふなつたかゆき 東京⼥⼦医科⼤学病院脳神経外科 1150 −
船津奈保⼦ ふなつなおこ 岐⾩清流病院リハビリテーション科 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外科 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 社会医療法⼈志聖会 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 済⽣会松⼭病院脳神経外科 855 −
古部昌明 ふるべまさあき 社会医療法⼈寿会 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 ⼤阪府⽴病院機構 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 国家公務員共済連合会 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 広島⼤学病院脳神経外科 1260 −
細島理 ほそしまおさむ つるみ脳神経病院脳神経外科 614 −
細野篤 ほそのあつし 社会福祉法⼈ 三井記念病院脳神経外科 1261 −
堀内薫 ほりうちかおる 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 1262 −
堀内⼀⾂ ほりうちかずおみ ⼀般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 ⻑崎⼤学病院医学部・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 河野脳神経外科病院脳神経外科 1517 −
堀川弘吏 ほりかわひろし 国家公務員共済連合会 ⻁の⾨病院脳神経外科 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 −
堀貴光 ほりたかみつ 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 1652 −
堀⽥祥史 ほりたよしふみ 市⽴札幌病院脳神経外科 1057 −
堀雄三 ほりゆうぞう 永冨脳神経外科病院放射線科 141 123
本郷卓 ほんごうたく 関⻄電⼒病院脳神経外科 1653 −
本間⼀成 ほんまかずなり 社会福祉法⼈聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院神経内科 1389 −
本間順平 ほんまじゅんぺい にいがた脳神経クリニック 856 −
本間敏美 ほんまとしみ 医療法⼈ 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 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院脳神経内科 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 684 387
前川正義 まえかわまさよし 医療法⼈社団悦伝会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 ⼀般財団法⼈太⽥綜合病院附属 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 −
前⽥匡輝 まえだまさき 宇治徳洲会病院脳神経外科 1654 −
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 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 −
眞上俊亮 まがみしゅんすけ 医療法⼈愛仁会 太⽥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 産業医科⼤学病院放射線科 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 社会医療法⼈榮昌会 吉⽥病院脳神経外科 305 −
桝⽥宏輔 ますだこうすけ 千葉県救急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 205 64
町⽥明理 まちだあかり 公益財団法⼈慈愛会 今村総合病院脳神経外科 1332 −
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 兵庫県災害医療センター・神⼾⾚⼗字病院脳神経外科 1394 −
松岡賢樹 まつおかとしき 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 1520 −
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 愛知医科⼤学病院脳神経外科 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 −
松尾吉紘 まつおよしひろ 独⽴⾏政法⼈地域医療推進機構 九州病院脳神経外科 1655 −
松川東俊 まつかわひでとし 兵庫医科⼤学病院脳神経外科 1656 −
松崎丞 まつざきじょう 社会医療法⼈弘道会 守⼝⽣野記念病院脳卒中内科 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 福井⼤学医学部附属病院医学部脳脊髄神経外科 617 −
松⽥康 まつだこう 社会医療法⼈寿会 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 川崎医科⼤学附属病院 脳卒中センター脳神経外科 142 78
松原功明 まつばらのりあき ⼤阪医科⼤学附属病院脳神経外科・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 筑波⼤学附属病院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 社会医療法⼈榮昌会 吉⽥病院脳神経外科 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 地域医療機能推進機構(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 藤⽥医科⼤学病院脳卒中科 495 −
松本調 まつもとしらべ 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院脳神経外科 1657 −
松本崇 まつもとたかし 医療法⼈財団報徳会 ⻄湘病院脳神経外科 1658 −
松本隆洋 まつもとたかひろ 医療法⼈ 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 社会医療法⼈榮昌会 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 公⽴舘林厚⽣病院脳神経外科 145 −
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 146 79
松本淑恵 まつもとよしえ 杏林⼤学医学部付属病院脳神経外科 1659 −
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 688 388
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 ⼀般財団法⼈⼤原記念財団⼤原綜合病院脳神経外科 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 国家公務員共済組合連合会 ⼤⼿前病院脳神経外科 1396 −
丸賀庸平 まるがようへい ⼀宮⻄病院脳神経外科 1522 −
丸島愛樹 まるしまあいき 筑波⼤学附属病院医学医療系脳神経外科 1059 −
丸⼭⼤輔 まるやまだいすけ 京都府⽴医科⼤学附属病院脳神経外科 960 −
丸⼭史晃 まるやまふみあき 東京慈恵会医科⼤学附属病院脳神経外科 1660 −
三浦啓介 みうらけいすけ 医療法⼈社団 KNI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 三重⼤学医学部附属病院脳神経外科 618 315
三⽊⼀徳 みきかずのり 東京医科⻭科⼤学医学部附属病院⾎管内治療科 961 −
三⽊貴徳 みきたかのり 医療法⼈清仁会 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 ⾦沢⼤学附属病院脳神経外科 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 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院脳神経外科 1523 −
⽔⼝⿇⼦ みずぐちあさこ 宮崎⼤学医学部附属病院医学部附属病院 脳神経外科 581 −
⽔⾕克洋 みずたにかつひろ ⾜利⾚⼗字病院脳神経外科 1399 −
⽔⾕⼤佑 みずたにだいすけ 岐⾩⼤学医学部附属病院脳神経外科 1400 −
⽔野志朗 みずのしろう 知多厚⽣病院脳神経外科 309 −
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 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 同愛会 副島病院脳神経外科 762 390
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 医療法⼈社団 慈恵会 新須磨病院脳神経外科 1156 −
三井宣幸 みついのぶゆき ⽇本⾚⼗字社 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 順天堂⼤学医学部附属練⾺病院脳神経外科 620 −
三橋豊 みつはしゆたか 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 広島⼤学病院脳神経外科 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 −
南出尚⼈ みなみでひさと ⾦沢市⽴病院脳神経外科 311 −
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 380 282
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 ⼤垣徳洲会病院脳神経外科 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 埼⽟県済⽣会栗橋病院脳神経外科 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 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 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 湘南鎌倉総合病院脳卒中診療科 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附属病院 脳神経外科 553 391
宮⽥貴広 みやたたかひろ 医療法⼈卓和会 藤井脳神経外科病院脳神経外科 437 −
宮⽥武 みやたたけし 彦根市⽴病院脳神経外科 1402 −
宮⽥悠 みやたはるか 京都岡本記念病院脳神経外科 1060 −
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 44 44
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 554 171
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 965 317
明珍薫 みようちんかおる 奈良県⽴医科⼤学附属病院放射線科 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 東北⼤学病院機能画像医学研究分野 865 −
棟⽅聡 むなかたあきら つがる⻄北五広域連合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
村尾健⼀ むらおけんいち 城⼭病院脳⾎管内治療科 45 45
村上知義 むらかみともあき 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 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 497 392
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 加納総合病院神経内科 1405 −
村⽥敬⼆ むらたけいじ 市⽴島⽥市⺠病院脳神経外科 149 −
村⽥貴弘 むらたたかひろ 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附属病院脳神経外科 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 富⼭市⽴富⼭市⺠病院脳神経外科 555 241
持⽥英俊 もちだひでとし 総合病院国保旭中央病院脳神経外科 1275 −
望⽉悠⼀ もちづきゆういち 聖路加国際病院脳外科 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 ⼭形県⽴中央病院脳神経外科 1160 −
百次仁 ももじじん ⼤浜第⼀病院脳神経外科 150 134
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 623 284
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
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 −
⼤森雄樹 おおもりゆうき 熊本⼤学病院脳神経外科 568 −
森⾕匡雄 もりやまさお 新百合ヶ丘総合病院脳神経外科 624 319
森⾕淳⼆ もりやじゅんじ 聖マリアンナ医科⼤学病院放射線医学講座 691 −
森⽥幸太郎 もりたこうたろう 桑名恵⾵会 桑名病院脳神経外科 766 −
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 −
森本貴昭 もりもとたかあき 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 1064 −
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 −
森脇拓也 もりわきたくや 船橋市⽴医療センター脳神経外科 1161 −
盛満⼈之 もりみつひとし 種⼦島医療センター脳神経外科 314 −
森⽥隆弘 もりたたかひろ ⻘森県⽴中央病院脳神経外科 1277 −
藤森健司 ふじもりたけし ⾹川⼤学医学部附属病院脳神経外科 1387 −
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 −
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 −
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 筑波⼤学附属病院脳神経外科 1529 −
森達也 もりたつや ⻄脇市⽴⻄脇病院脳神経外科 1661 −
森良介 もりりょうすけ 東京慈恵会医科⼤学附属病院脳神経外科 1662 −
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 国⽴病院機構 ⻑崎医療センター脳神経外科 968 −

や 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 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 ⼀般財団法⼈広南会 広南病院脳⾎管内科 969 −
安⽥貴哉 やすだたかや 神⼾掖済会病院脳神経外科 1663 −
安⽥浩章 やすだひろあき ⼭⼝県⽴総合医療センター脳神経外科 557 −
保⽥宗紀 やすだむねとし 国⽴病院機構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 北⼤阪病院脳神経外科 247 −
安⽥⻯太 やすだりゅうた 三重⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院医学部脳神経外科 1162 −
⽮内啓 やないけい 東京⼤学医学部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 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 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
⼭内崇弘 やまうちたかひろ 社会医療法⼈孝仁会 釧路孝仁会記念病院脳神経外科 1664 −
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 社会医療法⼈榮昌会 吉⽥病院脳神経外科 248 173
⼭尾幸広 やまおゆきひろ 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 768 −
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 −
⼭上敬太郎 やまがみけいたろう 京都⼤学医学部附属病院iPS細胞研究所（⾼橋淳 研究室） 1665 −
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 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 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 由利組合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 群⾺⼤学医学部附属病院脳神経外科 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 国⽴病院機構 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 武蔵野⾚⼗字病院脳神経外科 1530 −
⼭⽥清⽂ やまだきよふみ 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 627 −
⼭⽥圭⼀ やまだけいいち 医療法⼈弘善会 ⽮⽊脳神経外科病院脳神経外科 628 −
⼭⽥恵祐 やまだけいすけ 帝京⼤学ちば総合医療センター脳神経外科 1666 −
⼭⽥健嗣 やまだけんじ 秀和総合病院脳神経外科 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 公⽴学校共済組合 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 −
⼭⽥匠 やまだたくみ 前橋⾚⼗字病院脳神経外科学 1667 −
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 名古屋市⽴⼤学病院脳神経外科 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 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 医療法⼈豊⽥会 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 医療法⼈ 新さっぽろ脳神経外科病院医局 249 −
⼭村俊弘 やまむらとしひろ 草加市⽴病院脳神経外科 1668 −
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 −
⼭本憲⼀ やまもとけんいち 緑市⺠病院病院 脳神経外科 499 −
⼭本修輔 やまもとしゅうすけ 富⼭⼤学附属病院脳神経外科 1669 −
⼭本司郎 やまもとしろう 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 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 学校法⼈北⾥研究所 北⾥⼤学病院脳神経外科 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 京都府⽴医科⼤学附属病院脳神経外科 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 徳島⼤学病院神経内科 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 University of California Irvine Medical CenterDepartment of Neurological Surgery 870 286
湯川弘之 ゆかわひろゆき 社会医療法⼈愛仁会 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 国⽴⼤学法⼈ 滋賀医科⼤学附属病院脳神経外科 631 −
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 154 217
横上聖貴 よこがみきよたか 宮崎⼤学医学部附属病院脳外科 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 奈良県⽴医科⼤学附属病院脳神経外科 1536 −
横⼭貴裕 よこやまたかひろ 札幌医科⼤学附属病院神経再⽣医療科 1411 −
横⼭洋平 よこやまようへい ⻲⽥総合病院脊椎脊髄外科 770 −
横⼭林太郎 よこやまりんたろう 札幌医科⼤学附属病院医学部脳神経外科 1670 −
吉江智秀 よしえともひで 聖マリ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 秋⽥県⽴循環器・脳脊髄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 ⼭梨⼤学医学部附属病院脳神経外科 1537 −
吉岡裕樹 よしおかひろき ⿃取県⽴中央病院脳神経外科 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 京都⼤学医学部附属病院脳神経外科 501 −
吉⽥啓佑 よしだけいすけ 慶應義塾⼤学病院脳神経外科 1671 −
吉⽥賢作 よしだけんさく 東京都⽴広尾病院脳神経外科 385 355
吉⽥⾄誠 よしだしせい 新潟県⽴新発⽥病院脳神経外科 1672 −
吉⽥智⼦ よしだともこ 社会医療法⼈きつこう会 多根総合病院医局 1673 −
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 総合東京病院脳神経外科 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 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 千葉⼤学医学部附属病院脳神経外科 1168 −
吉野公博 よしのきみひろ 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 関⻄医科⼤学総合医療センター救急医学科 772 393
吉村晋⼀ よしむらくにかず 関⻄医科⼤学附属病院脳神経外科 1674 −
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 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 国⽴⼤学法⼈ 滋賀医科⼤学附属病院脳神経外科 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・中国がんセンター脳神経外科 1170 −
⽶⽥隆 よねだたかし 城⼭病院脳・脊髄・神経センター 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 −
⽶永理法 よねながまさのり ⿅児島⼤学病院脳神経外科 1675 −
⽶増保之 よねますやすゆき 札幌美しが丘脳神経外科病院脳神経外科 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 聖路加国際病院脳神経外科 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
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 福岡⼤学病院救命救急センター 1074 −
和⽥晃 わだあきら 昭和⼤学江東豊洲病院脳神経外科 1676 −
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
渡邊玲 わたなべあきら 国家公務員共済組合連合会 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 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 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 総合東京病院脳神経外科 632 −
渡邉定克 わたなべさだよし 藤⽥医科⼤学病院脳卒中科 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卒中・脳⾎管外科 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 −
渡部祐輔 わたなべゆうすけ ⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院 1678 −
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 −
和⽥始 わだはじめ 旭川医科⼤学病院脳神経外科 322 195
和⽥元 わだはじめ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 ⾼崎総合医療センター脳神経外科 1677 −
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 −


