
平成18年度技術認定医一覧
認定医番号 氏名 所属 認定医更新年度

06-NE-009 嘉山　孝正 山形大学医学部先進がん医学講座 平成28年12月
06-NE-010 髙橋　義男　 とまこまい脳神経外科　 平成28年12月
06-NE-012 伊達　裕昭　 季美の森リハビリテーション病院 平成28年12月※
06-NE-015 岡　一成 麻生飯塚病院 平成28年12月
06-NE-018 大平　貴之　 慶應義塾大学医学部　脳神経外科 平成28年12月
06-NE-019 加藤　庸子　 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-021 山下　晴央　 兵庫県災害医療センター神戸赤十字病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-022 甲村　英二　 神戸大学医学部脳神経外科 平成28年12月
06-NE-023 重田　裕明　 長野県立こども病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-024 白石　俊隆　 村上記念病院脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-026 三木　保　 東京医科大学医療の質・安全管理学講座 平成28年12月
06-NE-027 稲垣　隆介 茨城県立こども病院脳神経外科 平成23年12月※
06-NE-029 北野　昌彦　 富永病院脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-031 齋藤　清　 福島県立医科大学脳神経外科学講座 平成28年12月
06-NE-032 森　宏　 三之町病院 平成28年12月
06-NE-033 森田　明夫　 日本医科大学脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-038 中瀬　裕之　 奈良県立医科大学脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-040 師田　信人　 東京都立小児総合医療センター 平成28年12月
06-NE-041 八巻　稔明　 KKR札幌医療センター脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-042 姜　裕　 大野記念病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-045 深澤　誠司　 静岡市立静岡病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-046 松村　憲一　 医療法人誠光会　草津総合病院 平成28年12月
06-NE-047 宮嶋　雅一　 順天堂大学医学部脳神経外科 平成28年12月
06-NE-049 青木　和哉　 東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-050 市橋　鋭一　 中東遠総合医療センター脳神経外科 平成28年12月
06-NE-051 伊達　勲　 岡山大学大学院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-053 中林　規容　 市立四日市病院　脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-054 布施　孝久　 公立福生病院脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-055 間瀬　光人　 名古屋市立大学大学院医学研究科脳神経外科学 平成28年12月
06-NE-057 池田　尚人　 昭和大学江東豊洲病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-058 岡　秀宏　 北里大学メディカルセンター 平成28年12月
06-NE-060 川俣　貴一　 東京女子医科大学脳神経外科 平成28年12月
06-NE-061 田村　陽史　 大阪医科大学　脳神経外科 平成28年12月
06-NE-062 妻沼　到　 ブレインクリニック妻沼 平成28年12月
06-NE-063 中尾　直之　 和歌山県立医科大学脳神経外科 平成28年12月
06-NE-064 山根　文孝　 埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-065 赤井　卓也　 富山大学医学部脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-066 佐藤　博信　 神奈川リハビリテーション病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-067 永島　博　 医療法人社団　康心会　ふれあい鶴見ホスピタル 平成28年12月
06-NE-068 村井　尚之　 千葉大学医学部脳神経外科 平成28年12月
06-NE-073 富永　篤　 県立広島病院脳神経外科・脳血管内治療科 平成28年12月
06-NE-074 永谷　哲也　 名古屋第二赤十字病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-075 名取　良弘　 （株）麻生飯塚病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-076 和田　淳　 東京医科大学医療の質・安全管理学分野 平成28年12月
06-NE-079 纐纈　直樹　 公立陶生病院　脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-080 佐藤　慎哉　 山形大学医学部　脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-081 鈴木　伸一　 すずき脳神経外科クリニック 平成28年12月
06-NE-082 妹尾　誠　 函館脳神経外科病院 平成28年12月
06-NE-083 西原　哲浩　 内科・脳神経外科　西原クリニック 平成28年12月※
06-NE-084 林　央周　 静岡県立静岡がんセンター脳神経外科 平成28年12月
06-NE-085 安斉　公雄　 即仁会　北広島病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-086 石原　正一郎 埼玉石心会病院　脳神経外科 平成28年12月



認定医番号 氏名 所属 認定医更新年度

06-NE-088 関　隆史　 コスモ脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-091 矢野　茂敏　 熊本大学医学部脳神経外科 平成28年12月
06-NE-092 田島　篤　 長門記念病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-094 各務　宏　 済生会横浜市東部病院　脳神経外科 平成28年12月
06-NE-095 鈴木　隆元　 順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-096 谷口　理章　 神戸大学大学院医学系研究科脳神経外科 平成28年12月
06-NE-097 露口　尚弘　 旭川医科大学 平成28年12月
06-NE-098 西山　健一 新潟県厚生連新潟医療センター 平成28年12月
06-NE-099 野村　貞宏 山口大学医学部脳神経外科 平成28年12月
06-NE-101 松下　芳太郎　自衛隊中央病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-102 渡部　剛也　 愛知医科大学　脳神経外科 平成28年12月
06-NE-104 大江　直行　 岐阜大学医学部脳神経外科 平成28年12月
06-NE-105 木附　宏　 戸田中央総合病院脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-106 德重　一雄　 埼玉石心会病院　脳神経外科 平成28年12月
06-NE-107 中野　高広　 中野脳神経外科クリニック 平成28年12月
06-NE-108 内藤　博道　 船橋市立医療センター　脳神経外科 平成28年12月
06-NE-109 岩田　真治　 愛媛県立中央病院脳卒中センター脳神経外科 平成28年12月
06-NE-111 田原　重志　 日本医科大学脳神経外科 平成28年12月
06-NE-112 藤井　本晴　 聖路加国際病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-113 前田　憲幸　 中京病院　脳神経外科 平成28年12月
06-NE-114 松浦　伸樹　 函館新都市病院 平成28年12月※
06-NE-116 山本　拓史　 順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-117 石井　映幸　 ふれあい鶴見ホスピタル 平成28年12月※
06-NE-120 小林　伸行　 とちぎメディカルセンターしもつが脳神経外科 平成28年12月
06-NE-121 辛　正廣　 東京大学医学部脳神経外科 平成28年12月
06-NE-122 中澤　和智　 加納総合病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-123 中嶋　千也　 神戸掖済会病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-124 藤本　康倫　 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-125 倉本　晃一　 地方独立行政法人　大牟田市立病院 平成28年12月
06-NE-127 内門　久明　 うちかど脳神経外科クリニック 平成28年12月
06-NE-129 吉村　淳一　 長野赤十字病院脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-130 大山　健一　 帝京大学医学部脳神経外科 平成28年12月
06-NE-131 新　靖史　 大阪警察病院脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-132 陶山　大輔　 府中恵仁会病院 平成28年12月※
06-NE-133 中島　伸幸　 東京医科大学脳神経外科 平成28年12月
06-NE-134 平本　準　 府中恵仁会病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-135 梅村　公子　 済生会富山病院脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-136 齋藤　太一　 広島大学医学部脳神経外科 平成28年12月
06-NE-137 杉山　達也　 昭和大学医学部脳神経外科 平成28年12月
06-NE-138 高須　俊太郎　名古屋第二赤十字病院脳神経外科 平成28年12月※
06-NE-139 中島　円　 順天堂大学医学部脳神経外科 平成28年12月
06-NE-140 渡邉　督　 名古屋第二赤十字病院脳神経外科 平成28年12月
06-NE-141 四宮　あや 香川大学医学部脳神経外科 平成23年12月※

                                                              ※は中断期間のある認定医


