
平成19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

07-NE-002 佐々木　富男 九州大学医学部　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-003 佐藤　雅春　 宝塚リハビリテーション病院リハビリ科 平成27年12月※
07-NE-004 山城　勝美　 沖縄赤十字病院　脳神経外科  平成26年12月※
07-NE-006 中村　恒夫　 済生会若草病院　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-007 渡辺　英寿　 労働保険審査会 平成24年12月
07-NE-008 久門　良明　 愛媛大学大学院医学系研究科地域医療再生学 平成24年12月
07-NE-009 鈴木　倫保　 山口大学医学部脳神経外科 平成24年12月
07-NE-010 東　壮太郎　 恵寿総合病院　脳神経外科 平成26年12月※
07-NE-011 山上　達人　 京都きづ川病院　脳神経外科 平成25年12月※
07-NE-012 加藤　天美　 近畿大学医学部脳神経外科 平成24年12月
07-NE-014 樋口　敏宏　 明治国際医療大学脳神経外科 平成24年12月
07-NE-015 青木　伸夫　 湘南東部総合病院　脳神経外科 平成25年12月※
07-NE-016 程塚　明　 やまと診療所武蔵小杉 平成24年12月
07-NE-017 藺藤　順　 独立行政法人国立病院機構八戸病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-018 杉野　文彦　 蒲郡市民病院脳神経外科 平成28年12月※
07-NE-019 濱崎　公順　 稚内禎心会病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-020 今西　智之　 川崎市立川崎病院　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-021 大上　史朗　 愛媛県立中央病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-023 松原　年生　 三重大学医学部脳神経外科 平成24年12月
07-NE-024 松前　光紀　 東海大学医学部脳神経外科 平成24年12月
07-NE-025 山田　晋也　 東芝林間病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-026 秋山　克彦　 新潟大学地域医療推進機構魚沼基幹病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-027 加賀　明彦　 大分県厚生連鶴見病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-028 伊藤　進　  神奈川県立こども医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 平成25年12月※
07-NE-029 徳山　勤　 浜松医科大学脳神経外科 平成24年12月
07-NE-030 西野　繁樹　 広島市立広島市民病院　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-031 南田　善弘　 砂川市立病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-032 小澤　常徳　 三之町病院脳神経外科 平成25年12月※
07-NE-033 五味　玲　 自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児脳神経外科 平成24年12月
07-NE-034 玉置　正史　 武蔵野赤十字病院　脳神経外科 平成25年12月※
07-NE-035 戸田　正博　 慶應義塾大学医学部脳神経外科 平成24年12月
07-NE-037 相原　徳孝　 名古屋市立大学医学部脳神経外科 平成24年12月
07-NE-038 堀　康太郎　 塩川病院ガンマナイフセンター 平成24年12月
07-NE-039 上野　恵　 石川県立中央病院　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-040 川村　強　 八戸市立市民病院　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-041 高玉　真　 老年病研究所附属病院　脳神経外科 平成25年12月※
07-NE-042 松尾　孝之　 長崎大学医学部脳神経外科 平成24年12月
07-NE-043 山田　正彦　 鹿児島市立病院　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-044 北井　隆平　 福井大学医学部脳神経外科 平成24年12月
07-NE-045 栗田　浩樹　 埼玉医科大学国際医療センター脳卒中外科 平成26年12月※
07-NE-046 三ッ橋　茂雄　千葉メディカルセンター脳神経外科 平成27年12月※
07-NE-047 稲葉　真　 済生会横浜市東部病院 平成24年12月
07-NE-048 佐久間　潤　 福島県立医科大学　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-049 林　康彦　 金沢大学医学部脳神経外科 平成24年12月
07-NE-050 松林　景子　 松下記念病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-052 栗原　淳　 埼玉県立小児医療センター　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-053 黒島　義明　 国立病院東京医療センター　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-054 阪上　義雄　 兵庫県立淡路医療センター脳神経外科  　　　　 平成24年12月
07-NE-055 田渕　貞治　 鳥取県立中央病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-056 埜中　正博　 関西医科大学枚方病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-057 松井　利浩　 高砂市民病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-058 松澤　源志　 横浜市立市民病院 平成24年12月
07-NE-060 米岡　有一郎　新潟大学脳研究所脳神経外科 平成24年12月
07-NE-061 藍原　康雄　 東京女子医科大学　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-062 三上　毅　 札幌医科大学脳神経外科 平成24年12月



認定医番号 氏名 所属 認定医更新年度

07-NE-063 村上　謙介　 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター　 脳神経外科平成24年12月
07-NE-064 若林　健一　 豊橋市民病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-065 大田　慎三　 脳神経センター　大田記念病院 平成24年12月
07-NE-066 小野　成紀　 川崎医科大学脳神経外科2 平成24年12月
07-NE-067 片岡　大治　 国立循環病研究センター脳神経外科 平成24年12月
07-NE-068 林　拓郎　 東京医療センター脳神経外科 平成25年12月※
07-NE-069 福島　匡道　 日本大学病院 脳神経外科 平成24年12月
07-NE-070 藤村　幹　 東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野 平成24年12月
07-NE-071 森下　暁二　 兵庫県立加古川医療センター脳神経外科 平成24年12月
07-NE-072 岡　英輝　 済生会滋賀県病院脳神経外科 平成27年12月※
07-NE-073 近藤　宏治　 北里大学メディカルデンター脳神経外科 平成24年12月
07-NE-074 菅井　努　 山形県立中央病院　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-075 中川　享　 大阪府済生会吹田病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-076 野中　雄一郎　慈恵医大総合母子健康医療センター　小児脳神経外科 平成24年12月
07-NE-077 林　重正　 春日井市民病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-078 丸山　啓介　 杏林大学医学部脳神経外科 平成24年12月
07-NE-079 吉田　光宏　 市立四日市病院　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-080 井原　哲　 東京都立小児総合医療センター脳神経外科 平成24年12月
07-NE-081 佐藤　元美　 岡山旭東病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-082 杉山　一郎　 稲城市立病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-083 高橋　麻由　 産業医科大学　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-084 青木　美憲　 済生会横浜市南部病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-085 香川　尚己　 大阪大学医学部脳神経外科 平成24年12月
07-NE-086 香畑　智彦　 河畔病院脳神経外科 平成24年12月
07-NE-087 迫口　哲彦　 県立広島病院脳神経外科 平成25年12月※
07-NE-088 友金　祐介　 兵庫医科大学　脳神経外科 平成24年12月
07-NE-089 深見　真二郎　東京医科大学脳神経外科 平成24年12月
07-NE-090 竹井　麻生　 林脳神経外科メディカルクリニック 平成27年12月※
07-NE-091 渡邉　隆之　 豊川市民病院脳神経外科 平成24年12月

                                                                       ※は中断期間のある認定医


