
名前 専門分野 所属 勤務先住所

北海道

[指] 栗田紹子 精神科 市立稚内病院　精神科神経科 北海道稚内市中央４丁目11番6号

伊藤希美 小児科 札幌社会保険総合病院小児科 北海道札幌市厚別区厚別中央2条6丁目2-1

足立直人 精神科 足立医院 北海道札幌市清田区北野7条5丁目12-40

[指] 髙山留美子 小児科 北海道立子ども総合医療・療育センター　神経科 北海道札幌市手稲区金山1条1丁目240番６

[指] 二階堂弘輝 小児科 北海道立子ども総合医療・療育センター神経内科 北海道札幌市手稲区金山1条1丁目240番６

[指] 水上　晋 小児科 函館中央病院 北海道函館市本町33-2

大川聡史 脳外科 市立函館病院 北海道函館市港町1-10-1

[指] 福島克之 小児科 福島神経クリニック 北海道亀田郡七飯町本町3丁目16-51

[指] 須藤和昌 神経内科 ひまわり会 札樽病院神経内科 北海道小樽市銭函3丁目298

舘　延忠 小児科 北海道千歳リハビリテーション大学 北海道千歳市里見2丁目10番

掛川紀夫 精神科 医）社団掛川神経科クリニック 北海道札幌市中央区北5条西6丁目 2番地2札幌ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ14F

[指] 伊藤ますみ 精神科 上善神経医院 北海道札幌市中央区北３条東２丁目2－６福田ビル

[指] 越智さと子 脳外科 マロニエ通クリニック 北海道札幌市中央区北３条西21丁目2-1

[指] 三國信啓 脳外科 札幌医科大学医学部脳神経外科 北海道札幌市中央区南1条西16丁目

[指] 江夏　怜 脳外科 札幌医科大学脳神経外科 北海道札幌市中央区南1条西16丁目

秋山幸功 脳外科 札幌医科大学脳神経外科 北海道札幌市中央区南1条西16丁目

三上　毅 脳外科 札幌医科大学脳神経外科 北海道札幌市中央区南1条西16丁目

菅野　彩 脳外科 札幌医科大学脳神経外科 北海道札幌市中央区南1条西16丁目

福村　忍 小児科 札幌医科大学医学部小児科学講座 北海道札幌市中央区南1条西16丁目

川村健太郎 小児科 札幌医科大学附属病院 北海道札幌市中央区南1条西16丁目

山本晃代 小児科 札幌医科大学小児科 北海道札幌市中央区南1条西17丁目

[指] 臼井桂子 神経内科 札幌医科大学医学部医学科神経科学講座 北海道札幌市中央区南1条西16丁目

[指] 溝渕雅広 神経内科 南一条脳内科 北海道札幌市中央区南1条西14丁目291-81ウィステリア南1条ビル2F

油川陽子 神経内科 中村記念病院　神経内科 北海道札幌市中央区南1条西14丁目

中原岩平 神経内科 中村記念病院　神経内科 北海道札幌市中央区南1条西14丁目291-190

[指] 香坂　忍 小児科 北海道大学医学部小児科 北海道札幌市北区北15条西7丁目

[指] 白石秀明 小児科 北海道大学病院小児科 北海道札幌市北区北15条西7丁目

[指] 柳生一自 小児科 北海道大学病院小児科 北海道札幌市北区北15条西7丁目

朝比奈直子 小児科 北海道大学病院小児科 北海道札幌市北区北15条西7丁目

[指] 江川　潔 小児科 北海道大学病院小児科 北海道札幌市北区北15条西7丁目

[指] 中島　翠 小児科 北海道大学病院小児科 北海道札幌市北区北15条西7丁目

矢口裕章 神経内科 北海道大学医学部　神経内科 北海道札幌市北区北15条西7丁目

堀之内徹 精神科 北海道大学病院精神科神経科 北海道札幌市北区北15条西7丁目



[指] 鷲見佳泰 脳外科 中村記念南病院　脳神経外科 北海道札幌市南区川沿2条2丁目

[指] 伊藤智城 小児科 市立札幌病院　小児科 北海道札幌市中央区北11条西13丁目

[指] 宮本　環 精神科 おおあさ高町クリニック 北海道江別市大麻高町12-2

[指] 福田　博 脳外科 恵み野病院脳神経外科 北海道恵庭市恵み野西2ｰ3ｰ5

[指] 鎌田恭輔 脳外科 恵み野病院脳神経外科 北海道恵庭市恵み野西2ｰ3ｰ5

[指] 若井周治 小児科 中の島診療所 北海道札幌市豊平区中の島2条2丁目2-1

[指] 皆川公夫 小児科 福）札幌緑花会　緑ヶ丘療育園 北海道札幌市西区山の手３条12丁目3-12

[指] 武田洋司 精神科 重症心身障害児施設　緑ヶ丘療育園 北海道札幌市西区山の手３条12丁目3-12

[指] 渡邊年秀 小児科 福）札幌緑花会　緑ヶ丘療育園 北海道札幌市西区山の手３条12丁目3-12

[指] 井上周子 神経内科 札幌宮の沢脳神経外科病院 北海道札幌市西区西町南20丁目1番30号

[指] 植田佑樹 小児科 楡の会こどもクリニック小児科 北海道札幌市厚別区厚別町下野幌49

[指] 須藤　章 小児科 楡の会こどもクリニック 北海道札幌市厚別区厚別町下野幌49

[指] 諏訪清隆 小児科 旭川赤十字病院 北海道旭川市曙1条１丁目

沖　潤一 小児科 旭川厚生病院小児科 北海道旭川市1条通24丁目111番地

千葉　茂 精神科 医)慶友会　吉田病院 北海道旭川市4条西4丁目1-2

[指] 広島　覚 脳外科 旭川医科大学脳神経外科 北海道旭川市緑ヶ丘東2条1丁目1-1

[指] 髙橋　悟 小児科 旭川医科大学医学部小児科 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1

田中亮介 小児科 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1

竹口　諒 小児科 旭川医科大学小児科 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1

[指] 宮本晶恵 小児科 北海道立旭川子ども総合療育センター 北海道旭川市春光台２条１丁目

青森県

[指] 兼子　直 精神科 湊病院 青森県八戸市大字新井田字松山下野場7-15

岩城弘隆 精神科 八戸市立市民病院 精神神経科 青森県八戸市田向3-1-1

[指] 小出信雄 小児科 むつ総合病院　小児神経科 青森県むつ市小川町1丁目2-8

和田一丸 精神科 弘前大学大学院保健学研究科 青森県弘前市本町66-1

山形県

[指] 齋藤なか 小児科 鶴岡市立荘内病院　小児科 山形県鶴岡市泉町4-20

[指] 中村和幸 小児科 山形大学医学部小児科 山形県山形市飯田西2-2-2

[指] 吉川　順 精神科 医)杏山会　吉川記念病院 山形県長井市成田1888-1

[指] 舟生勇人 脳外科 てんどう脳神経外科・頭痛クリニック 山形県天童市芳賀タウン南3-7-7

秋田県

[指] 沢石由記夫 小児科 秋田県立医療療育センター 秋田県秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢3-128

[指] 矢野珠巨 小児科 秋田大学医学部生殖発達医学小児科学講座 秋田県秋田市本道1-1-1

岩手県

[指] 亀井　淳 小児科 岩手医科大学　小児科 岩手県盛岡市内丸19-1



宮城県

[指] 中里信和 脳外科 東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野 宮城県仙台市青葉区星陵町 2-1 

[指] 神　一敬 神経内科 東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野 宮城県仙台市青葉区星陵町2-1

[指] 大沢伸一郎 脳外科 東北大学医学系研究科 神経外科学分野 宮城県仙台市青葉区星陵町2-1

松岡洋夫 精神科 東北大学大学院医学研究科精神神経学分野 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

[指] 福與なおみ 小児科 東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

柿坂庸介 小児科 東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

[指] 植松　貢 小児科 東北大学医学部小児科 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

中山東城 小児科 東北大学病院 小児科 医局 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

植松有里佳 小児科 東北大学病院小児科 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

[指] 萩野谷和裕 小児科 宮城県立こども病院 宮城県仙台市青葉区落合4-3-17

乾　健彦 小児科 宮城県立こども病院　神経科 宮城県仙台市青葉区落合4-3-17

[指] 吉田　眞 小児科 柳生吉田こどもクリニック 宮城県仙台市太白区柳生字田中8-8

髙橋剛夫 精神科 八乙女クリニック 宮城県仙台市泉区八乙女2-12-2

[指] 山本克哉 小児科 南光台やまもと小児科 宮城県仙台市泉区南光台3-23-22

[指] 菅野　道 精神科 財団法人東北予防衛生会　青葉病院 宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目15-20

菊池大一 神経内科 東北医科薬科大学 医学部 老年神経内科学 宮城県仙台市宮城野区福室1-15-1

[指] 高柳　勝 小児科 仙台市立病院小児科 宮城県仙台市若林区上飯田1-21-18 

[指] 北村太郎 小児科 仙台市立病院小児科 宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1

[指] 大友　智 脳外科 みやぎ県南中核病院脳神経外科 宮城県大河原町字西38-1

[指] 加藤量広 神経内科 みやぎ県南中核病院脳神経内科 宮城県大河原町字西38-1

[指] 大槻泰介 脳外科 てんかん専門病院ベーテル 宮城県岩沼市北長谷畑向山南27-4

飯沼一宇 小児科 登米市民病院　小児科 宮城県登米市迫町佐沼下田中25

清水　洋 神経内科 大崎市民病院 宮城県大崎市古川千手寺2-3-10

福島県

[指] 管るみ子 精神科 福島県立医科大学神経精神科 福島県福島市光が丘1

[指] 市川優寛 脳外科 福島県立医科大学脳神経外科医局 福島県福島市光が丘1

[指] 横山浩之 小児科 福島県立医科大学医学部小児科学講座　 福島県福島市光が丘1

吉原章王 神経内科 大原記念財団大原綜合病院 神経内科 福島県福島市上町6-1

小野常夫 精神科 メンタルクリニック小野内科・心療科 福島県郡山市大町2丁目15-2

角田智哉 精神科 福島県立矢吹病院　精神科 福島県西白河郡矢吹町滝八幡100

[指] 石井希代子 小児科 国立病院機構　福島病院 福島県須賀川市芦田塚13

新潟県

大石　誠 脳外科 長岡赤十字病院脳神経外科 新潟県長岡市千秋2丁目297-1

山崎佐和子 小児科 長岡療育園 新潟県長岡市深沢町2278-8



吉川秀人 小児科 あたごこどもクリニック 新潟県長岡市琴平1丁目2-1

[指] 田中　晋 精神科 三島病院 新潟県長岡市藤川1713-8

[指] 亀山茂樹 脳外科 新潟聖籠病院　脳神経外科 新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野5968-2

増田　浩 脳外科 独）国立病院機構西新潟中央病院脳神経外科 新潟県新潟市西区真砂1-14-1

[指] 白水洋史 脳外科 独）国立病院機構西新潟中央病院脳神経外科 新潟県新潟市西区真砂1-14-1

伊藤陽祐 脳外科 独）国立病院機構西新潟中央病院脳神経外科 新潟県新潟市西区真砂1-14-1

東島威史 脳外科 独）国立病院機構西新潟中央病院脳神経外科 新潟県新潟市西区真砂1-14-1

[指] 遠山　潤 小児科 独）国立病院機構西新潟中央病院 新潟県新潟市西区真砂1-14-1

[指] 小林　悠 小児科 独）国立病院機構西新潟中央病院 新潟県新潟市西区真砂1-14-1

大野　武 小児科 独）国立病院機構西新潟中央病院 新潟県新潟市西区真砂1-14-1

長谷川直哉 精神科 独）国立病院機構西新潟中央病院 新潟県新潟市西区真砂1-14-1

和知　学 精神科 新潟信愛病院 新潟県新潟市西区上新栄町1-1-1

[指] 福多真史 脳外科 新潟大学脳神経外科 新潟県新潟市旭町通1－757

[指] 平石哲也 脳外科 新潟大学脳研究所脳神経外科 新潟県新潟市中央区旭町通1-757

髙尾哲郎 脳外科 新潟大学脳研究所脳神経外科 新潟県新潟市中央区旭町通1-757

[指] 赤坂紀幸 小児科 新潟県はまぐみ小児療育センター 新潟県新潟市中央区水道町1-5932

[指] 眞柄慎一 小児科 新潟市民病院　小児科 新潟県新潟市中央区鐘木463-7

[指] 坂内優子 小児科 坂内小児科医院 新潟県三条市南新保1-3

長野県

[指] 北原明彦 精神科 医）北原メンタルクリニック 長野県長野市稲里町中央4-15-7

[指] 福山哲広 小児科 信州大学医学部附属病院てんかん外来 長野県松本市旭3-1-1

山梨県

[指] 中村幸介 小児科 国立病院機構甲府病院 山梨県甲府市天神町11-35

[指] 相原正男 小児科 山梨県子どものこころサポートプラザ 山梨県甲府市住吉2-1-17

佐野史和 小児科 山梨大学医学部附属病院小児科 山梨県中央市下河東1110

[指] 反頭智子 小児科 山梨大学医学部小児科 山梨県中央市下河東1110

[指] 加賀佳美 小児科 山梨大学医学部小児科 山梨県中央市下河東1110

藤岡かおる 小児科 山梨厚生病院小児科 山梨県山梨市落合860

群馬県

[指] 先﨑　章 精神科 東京福祉大学　社会福祉学部 群馬県伊勢崎市山王町2020-1

久保田文雄 精神科 療育センターきぼう 群馬県みどり市大間々町大間々22-4

[指] 髙橋章夫 脳外科 国立病院機構渋川医療センター　脳神経外科 群馬県渋川市白井383

茨城県

[指] 岩崎信明 小児科 茨城県立医療大学付属病医院小児科 茨城県稲敷郡阿見町阿見4773

[指] 中山智博 小児科 茨城県立医療大　小児科 茨城県稲敷郡阿見町阿見4733



河野　豊 神経内科 茨城県立医療大学附属病院 茨城県稲敷郡阿見町阿見4733

[指] 横田英典 脳外科 古河赤十字病院　脳神経外科 茨城県古河市下山町1150

[指] 榎園　崇 小児科 筑波大学附属病院　小児科 茨城県つくば市天久保2-1-1

増田洋亮 脳外科 筑波大学附属病院　脳神経外科 茨城県つくば市天久保2-1-1

高橋孝治 小児科 土浦協同病院　小児科 茨城県土浦市おおつ野4-1-1

栃木県

今高城治 小児科 獨協医科大学小児科 栃木県下都賀郡壬生町北小林880

[指] 藤田之彦 小児科 あしかがの森足利病院 栃木県足利市大沼田町615

阿部敏明 小児科 あしかがの森足利病院 栃木県足利市大沼田町615

道廣成実 小児科 あしかがの森足利病院 栃木県足利市大沼田町615

椎原弘章 小児科 あしかがの森足利病院 栃木県足利市大沼田町615

[指] 川合謙介 脳外科 自治医科大学　脳神経外科 栃木県下野市薬師寺3311-1

[指] 小黒恵司 脳外科 自治医科大学　脳神経外科 栃木県下野市薬師寺3311-1

石下洋平 脳外科 自治医科大学　脳神経外科 栃木県下野市薬師寺3311-1

井林賢志 脳外科 自治医科大学　脳神経外科 栃木県下野市薬師寺3311-1

中嶋　剛 脳外科 自治医科大学　脳神経外科 栃木県下野市薬師寺3311-1

佐藤　信 脳外科 自治医科大学　脳神経外科 栃木県下野市薬師寺3311−1

大谷啓介 脳外科 自治医科大学　脳神経外科 栃木県下野市薬師寺3311-1

[指] 山形崇倫 小児科 自治医科大学小児科学 栃木県下野市薬師寺3311-1

小坂　仁 小児科 自治医科大学小児科学 栃木県下野市薬師寺3311-1

東京都

四宮滋子 精神科 しのみやクリニック 東京都千代田区神田佐久間町3-37-59ﾏﾙﾁｰﾉﾋﾞﾙ3F

[指] 木村一恵 小児科 瀬川記念小児神経学クリニック 東京都千代田区神田駿河台2-8 瀬川ビル2階

[指] 福水道郎 小児科 瀬川記念小児神経学クリニック 東京都千代田区神田駿河台2-8 瀬川ビル2階

[指] 久保田英幹 小児科 日本橋神経クリニック 東京都中央区日本橋大伝馬町13−8　7F

[指] 久保田裕子 小児科 日本橋神経クリニック 東京都中央区日本橋大伝馬町13−8　7F

[指] 中山和彦 精神科 東京慈恵医科大学　精神医学講座 東京都港区西新橋3-25-8

[指] 須江洋成 精神科 東京慈恵会医科大学中央検査部 東京都港区西新橋3-25-8

[指] 岩崎　弘 精神科 東京慈恵会医科大学　精神医学講座　 東京都港区西新橋3-25-8   

[指] 曽根大地 精神科 東京慈恵会医科大学　精神医学講座 東京都港区西新橋3-25-8   

[指] 日暮憲道 小児科 東京慈恵会医科大学小児科学講座 東京都港区西新橋3-25-8

[指] 海渡信義 脳外科 東京慈恵会医科大学脳神経外科 東京都港区西新橋3-25-8

樋渡えりか 小児科 東京慈恵会医科大学付属病院　小児科 東京都港区西新橋3-19-18

[指] 森野道晴 脳外科 森野クリニック 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚７F

[指] 菅野秀宣 脳外科 順天堂大学脳神経外科 東京都文京区本郷2-1-1



[指] 中島　円 脳外科 順天堂大学脳神経外科 東京都文京区本郷2-1-1

飯村康司 脳外科 順天堂医学部附属順天堂医院 東京都文京区本郷3-1-3

鈴木皓晴 脳外科 順天堂大学医学部附属順天堂医院　 東京都文京区本郷3-1-3

常深泰司 神経内科 順天堂大学医学部附属順天堂医院　 東京都文京区本郷2-1-1

[指] 安部信平 小児科 順天堂大学医学部小児科 東京都文京区本郷2-1-1

五十嵐鮎子 小児科 順天堂医学部附属順天堂医院 東京都文京区本郷2-1-1

池野　充 小児科 順天堂医学部附属順天堂医院 東京都文京区本郷2-1-1

宮島美穂 精神科 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　心療・緩和医療学分野 東京都文京区湯島1-5-45

[指] 前原健寿 脳外科 東京医科歯科大学脳神経外科 東京都文京区湯島1-5-45

[指] 稲次基希 脳外科 東京医科歯科大学脳神経外科 東京都文京区湯島1-5-45

[指] 水野朋子 小児科 東京医科歯科大学小児科 東京都文京区湯島1-5-45

赤座実穂 神経内科 東京医科歯科大学保健衛生学研究科生命機能情報解析学分野 東京都文京区湯島1-5-45

朝山健太郎 精神科 日本医科大学精神神経科 東京都文京区千駄木1-1-5

藤岡真生 精神科 東京大学医学部附属病院精神神経科 東京都文京区本郷7-3-1

[指] 國井尚人 脳外科 東京大学大学院医学系研究科脳神経外科 東京都文京区本郷7-3-1

嶋田勢二郎 脳外科 東京大学医学部附属病院　脳神経外科 東京都文京区本郷7-3-1

髙砂　恵 脳外科 東京大学医学部附属病院　脳神経外科 東京都文京区本郷7-3-1

小玉　聡 神経内科 東京大学医学部神経内科 東京都文京区本郷7-3-1 

下田木の実 小児科 東京大学医学部附属病院 東京都文京区本郷7-3-1 

[指] 平野嘉子 小児科 東京都立東大和療育センター分園 よつぎ療育園 東京都葛飾区東四つ木4-44-1-101

[指] 上田　哲 小児科 東京女子医科大学附属第二病院 東京都荒川区西尾久2-1-10

老谷嘉樹 小児科 東京女子医科大学東医療センター 小児科 東京都荒川区西尾久2-1-1

[指] 久保田有一 脳外科 東京女子医科大学附属足立医療センター 東京都足立区江北4-33-1

[指] 橋詰清隆 脳外科 医善会 いずみ記念病院 脳神経外科 東京都足立区本木1-3-7

[指] 小泉慎也 小児科 同愛記念病院小児科 東京都墨田区横網2-1-11

[指] 加我牧子 小児科 東京都立東部療育センター 東京都江東区新砂3-3-25

[指] 永木　茂 小児科 ながきこどもクリニック 東京都江戸川区北小岩6-15-5-3F

[指] 堀　智勝 脳外科 東京脳神経センター病院 東京都江戸川区西葛西7-12-7

[指] 加藤光広 小児科 昭和大学医学部　小児科学講座 東京都品川区旗の台1-5-8

佐藤洋輔 脳外科 昭和大学医学部　脳神経外科 東京都品川区旗の台1-5-8

[指] 前澤真理子 小児科 クリニック飯塚 東京都品川区西五反田8-1-10 　5F

[指] 古荘純一 小児科 青山学院大学　教育人間科学部 東京都渋谷区渋谷4-4-25

鈴木一郎 脳外科 恵比寿脳神経外科・内科クリニック 東京都渋谷区恵比寿南1-4-15 恵比寿銀座クロスビル 3階

肥後拓磨 脳外科 都立広尾病院　脳神経外科 東京都渋谷区恵比寿2-34-10

[指] 宇佐美憲一 脳外科 国立成育医療研究センター　脳神経外科 東京都世田谷区大蔵2-10-1



[指] 阿部裕一 小児科 国立成育医療研究センター　神経内科 東京都世田谷区大蔵2-10-1

岡　牧郎 小児科 国立成育医療研究センター こころの診療部　児童・思春期ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ診療科 東京都世田谷区大蔵2-10-1

[指] 村上秀喜 脳外科 世田谷記念病院 東京都世田谷区野毛2-30-10

宮島　祐 小児科 東京医科大学病院小児科 東京都新宿区西新宿6-7-1

[指] 山中　岳 小児科 東京医科大学病院小児科 東京都新宿区西新宿6-7-1

[指] 小穴信吾 小児科 東京医科大学病院小児科 東京都新宿区西新宿6-7-1

[指] 舟塚　真 小児科 まこと小児神経クリニック 東京都新宿区西新宿4-7-1　1F

[指] 大澤真木子 小児科 東京女子医科大学医学部小児科 東京都新宿区河田町8-1

[指] 小国弘量 小児科 東京女子医科大学小児科 東京都新宿区河田町8-1

[指] 伊藤　進 小児科 東京女子医科大学病院小児科 東京都新宿区河田町8-1

[指] 渡辺雅子 精神科 新宿神経クリニック 東京都新宿区百人町3-21-18　新宿高瀬ビル1Ｆ

出渕弦一 精神科 東新宿こころのクリニック 東京都新宿区新宿6-28-12

吉田　登 小児科 順天堂大学医学部附属病院練馬病院小児科 東京都練馬区高野台3-1-10

[指] 荻原正明 小児科 荻原医院 東京都中野区江古田2-11-10

清水弘之 脳外科 清水クリニック 東京都杉並区高円寺南4丁目29-2高円寺メディカルプラザ3F

横山尚洋 精神科 横山クリニック 東京都豊島区南大塚3-32-10　今井保全ビル1F

[指] 中澤友幸 小児科 東京都保健医療公社豊島病院小児科 東京都板橋区栄町33-1

渡辺英寿 脳外科 複十字病院 健康管理センター 東京都清瀬市松山3-1-24

山寺博史 精神科 やまでらクリニック 東京都武蔵野市中町1-22-2ﾅｯﾂﾋﾞﾙ5F

[指] 宮田世羽 小児科 杏林大学医学部付属病院　小児科 東京都三鷹市新川6-20-2

[指] 立澤賢孝 精神科 みたかの森こころのクリニック 東京都三鷹市下連雀3-36-1 トリコナ3F

[指] 三山佐保子 小児科 東京都立小児総合医療センター神経内科 東京都府中市武蔵台2-8-29

坂口友理 小児科 東京都立小児総合医療センター 東京都府中市武蔵台2-8-29

[指] 日野慶子 精神科 多摩総合医療センター 東京都府中市武蔵台2-8-29

[指] 福田光成 小児科 東京都立神経病院　神経小児科 東京都府中市武蔵台2−6−1

松尾　健 脳外科 東京都立神経病院 東京都府中市武蔵台2-6-1

梛野尚人 神経内科 東京都立神経病院 脳神経内科 東京都府中市武蔵台2-6-1

本多正幸 神経内科 東京都立神経病院 脳神経内科 東京都府中市武蔵台2-6-1

[指] 石山昭彦 小児科 東京都立神経病院　神経小児科 東京都府中市武蔵台2-6-1

[指] 杉山一郎 脳外科 稲城市立病院脳神経外科 東京都稲城市大丸1171

生田陽二 小児科 東小金井小児神経・脳神経内科クリニック 東京都小金井市梶野町5-3-6　東小金井フラワーメディカルモール 201

大沼悌一 精神科 むさしの国分寺クリニック 東京都国分寺市本町4-1-9 国分寺本町クリスタルビル3階

[指] 加藤昌明 精神科 むさしの国分寺クリニック 東京都国分寺市本町4-1-9 国分寺本町クリスタルビル3階

[指] 須貝研司 小児科 国立精神・神経医療研究センター病院　小児神経科 東京都小平市小川東町4-1-1

[指] 中川栄二 小児科 国立精神・神経医療研究センター病院　小児神経科 東京都小平市小川東町4-1-1



[指] 齋藤貴志 小児科 国立精神・神経医療研究センター病院　小児神経科 東京都小平市小川東町4-1-1

[指] 本橋裕子 小児科 国立精神・神経医療研究センター病院 東京都小平市小川東町4-1-1

住友典子 小児科 国立精神・神経医療研究センター病院 東京都小平市小川東町4-1-1

馬場信平 小児科 国立精神・神経医療研究センター病院 東京都小平市小川東町4-1-1

[指] 谷口　豪 精神科 国立精神・神経医療研究センター病院　精神先進医療科 東京都小平市小川東町4-1-1

宮川　希 精神科 国立精神・神経医療研究センター病院 東京都小平市小川東町4-1-1

[指] 岩崎真樹 脳外科 国立精神・神経医療研究センター病院　脳神経外科 東京都小平市小川東町4-1-1

[指] 金子　裕 脳外科 国立精神・神経医療研究センター病院　脳神経外科 東京都小平市小川東町4-1-1

髙山裕太郎 脳外科 国立精神・神経医療研究センター病院　脳神経外科 東京都小平市小川東町4-1-1

木村唯子 脳外科 国立精神・神経医療研究センター病院　脳神経外科 東京都小平市小川東町4-1-1

飯島圭哉 脳外科 国立精神・神経医療研究センター病院　脳神経外科 東京都小平市小川東町4-1-1

[指] 金澤恭子 神経内科 国立精神・神経医療研究センター病院　神経内科 東京都小平市小川東町4-1-1

須田哲史 精神科 KKR立川病院　精神神経科 東京都立川市錦町4-2-22

[指] 須永茂樹 脳外科 東京医科大学八王子医療センター　脳神経外科 東京都八王子市館町1163

[指] 石田　悠 小児科 東京医科大学八王子医療センター　小児科 東京都八王子市館町1163

[指] 川上康彦 小児科 日本医科大学多摩永山病院小児科 東京都多摩市永山1-7-1

久保田雅也 小児科 島田療育センター 東京都多摩市中沢1-31-1　

大久保善朗 精神科 多摩中央病院 東京都多摩市連光寺2-62-2

[指] 和田恵子 小児科 東京小児療育病院 東京都武蔵村山市学園4-10-1

[指] 大澤由記子 小児科 多摩北部医療センター小児科 東京都東村山市青葉町1-7-1

小島泰子 小児科 秋津療育園 東京都東村山市青葉町3-31-1

[指] 岡崎光俊 精神科 青梅市立総合病院 精神科 東京都青梅市東青梅4-16-5

[指] 知禿史郎 脳外科 南町田病院　脳神経外科 東京都町田市鶴間4-4-1

高橋系一 小児科 御茶の水クリニック 東京都千代田区神田駿河台1-8-10　山口ビル3F

神奈川県

高石康子 小児科 川崎南部病院小児科 神奈川県川崎市川崎区田町2-9-1

堀田秀樹 小児科 総合川崎臨港病院　小児科 神奈川県川崎市川崎区中島3-13-1

野﨑俊樹 脳外科 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県川崎市中原区小杉町1-396

岸　泰宏 精神科 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県川崎市中原区小杉町1-396

[指] 岩崎俊之 小児科 川崎市立多摩病院小児科 神奈川県川崎市多摩区宿河原1-30-37

[指] 山本寿子 小児科 川崎市立多摩病院小児科 神奈川県川崎市多摩区宿河原1-30-37

[指] 山本　仁 小児科 聖マリアンナ医科大学　小児科 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

[指] 橋本修二 小児科 聖マリアンナ医科大学　小児科 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

[指] 宇田川紀子 小児科 聖マリアンナ医科大学　小児科 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

[指] 宮本雄策 小児科 聖マリアンナ医科大学　小児科 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1



[指] 太組一朗 脳外科 聖マリアンナ医科大学脳神経外科学・てんかんセンター 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

松森隆史 脳外科 聖マリアンナ医科大学　脳神経外科 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

[指] 白井宏幸 小児科 相模台病院小児科 神奈川県座間市相模が丘6-24-28

[指] 武井研二 小児科 武井小児科医院 神奈川県相模原市南台5-15-7

[指] 師田信人 脳外科 北里大学医学部脳神経外科 神奈川県相模原市南区北里1-15-1

[指] 原　仁 小児科 横浜市中部地域療育センター 神奈川県茅ヶ崎市西久保500

[指] 原　恵子 精神科 原クリニック 神奈川県横浜市南区浦舟町1-1 ﾒﾃﾞｨｶﾙ浦舟7F

北澤　悠 神経内科 横浜市立大学附属市民総合医療センター神経内科 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57

渡辺好宏 小児科 横浜市立大学附属市民総合医療センター　小児総合医療センター 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57 

[指] 山下純正 小児科 神奈川県立こども医療センター 神経内科 神奈川県横浜市南区六ツ川2-138-4

[指] 後藤知英 小児科 神奈川県立こども医療センター　神経内科 神奈川県横浜市南区六ツ川2-138-4

田上幸治 小児科 神奈川県立こども医療センター 神奈川県横浜市南区六ツ川 2-138-4

池田　梓 小児科 神奈川県立こども医療センター　神経内科 神奈川県横浜市南区六ツ川2-138-4

[指] 宮内利郎 精神科 みやうちクリニック 神奈川県横浜市磯子区中原4-26-27-205

[指] 根津敦夫 小児科 横浜医療福祉センター港南　 神奈川県横浜市港南区港南台4-6-20

大松泰生 小児科 横浜医療福祉センター港南 神奈川県横浜市港南区港南台4-6-20

[指] 寺田清人 神経内科 てんかんと発達の横浜みのる神経クリニック 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-16・367新横浜2階

[指] 斎藤義朗 小児科 済生会横浜市東部病院 重症心身障害児(者)施設 サルビア 小児科 神奈川県横浜市鶴見区下末吉 3-6-1

池谷直樹 脳外科 横浜市立大学附属病院 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9

園田真樹 脳外科 横浜市立大学大学院医学研究科脳神経科学 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2

高橋　寛 小児科 順伸クリニック 神奈川県横浜市青葉区荏子田2-2-9 アドバンスビラ2F

[指] 田中正樹 小児科 田中神経クリニック 神奈川県横浜市栄区飯島町1329-15

[指] 熊谷公明 小児科 医）緑成会 横浜総合病院 神奈川県横浜市青葉区鉄町2201

[指] 中野　仁 神経内科 市ケ尾病院　 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町23-1

堀野朝子 小児科 市ケ尾病院　 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町23−1

[指] 片山文彦 小児科 落合医院 神奈川県厚木市温水1016

栗原まな 小児科 神奈川県総合リハビリテ－ションセンター 神奈川県厚木市七沢516

角　春賢 小児科 横須賀市立うわまち病院　小児科 神奈川県横須賀市上町2-36

細田のぞみ 小児科 相模原療育園 神奈川県相模原市南区若松1-21-9

[指] 山野光彦 神経内科 東海大学医学部内科学系神経内科学 神奈川県伊勢原市下糟屋143

佐藤睦美 小児科 小田原市立病院小児科 神奈川県小田原市久野46 

傳和眞 神経内科 西湘病院 脳神経外科 神奈川県小田原市扇町1-16-35

[指] 市川和志 小児科 藤沢市民病院こども診療センター 神奈川県藤沢市藤沢2-6-1

[指] 池上真理子 小児科 こっここどもクリニック 神奈川県海老名市河原口2-30-28

千葉県



[指] 峯　清一郎 脳外科 千葉県循環器病センター　脳神経外科 千葉県市原市鶴舞575

[指] 林　雅晴 小児科 淑徳大学 看護栄養学部 看護学科 千葉県千葉市中央区仁戸名町673

岩田　啓 小児科 千葉県千葉リハビリテーションセンター 千葉県千葉市緑区誉田町1-45-2

[指] 藤野　修 小児科 日本医科大学千葉北総病院 千葉県印西市鎌苅1715

丸山　博 小児科 医）社団わかば会 松戸クリニック 千葉県松戸市仲井町1-3

保田貴美子 小児科 アリスこどもクリニック 千葉県八千代市高津694-1

[指] 林　北見 小児科 東京女子医科大学八千代医療センター 千葉県八千代市大和田新田477-96

神山　潤 小児科 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県浦安市当代島3-4-32

[指] 原広一郎 精神科 医）静和会　浅井病院 千葉県東金市家徳38-1

[指] 舘野昭彦 小児科 東邦大学医療センター佐倉病院小児科 千葉県佐倉市下志津564-1

[指] 金村英秋 小児科 東邦大学医療センター佐倉病院小児科 千葉県佐倉市下志津564-1

星野廣樹 小児科 東邦大学医療センター佐倉病院小児科 千葉県佐倉市下志津564-1

[指] 岩佐博人 精神科 医）同仁会 木更津病院　きさらづ・てんかんセンター 千葉県木更津市岩根2-3-1

大場温子 小児科 東京慈恵会医科大学附属柏病院　小児科 千葉県柏市柏下163-1

野々山葉月 小児科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 小児科 千葉県柏市柏下163−1

[指] 浅野修一郎 脳外科 柏たなか病院 千葉県柏市小青田1-3-2

湯浅正太 小児科 亀田総合病院　小児科 千葉県鴨川市東町929

[指] 堀米ゆみ 小児科 おおたかの森こどもクリニック 千葉県流山市西初石6-831-2

上原　平 神経内科 国際医療福祉大学成田病院 脳神経内科 千葉県成田市畑ケ田852

[指] 後藤昌英 小児科 明理会 行徳総合病院 千葉県市川市本行徳5525-2

新村　核 脳外科 セコメディック病院　脳神経外科 千葉県船橋市豊富町696-1

埼玉県

[指] 落合　卓 脳外科 おちあい脳クリニック 埼玉県さいたま市桜区田島5-13-16

[指] 浜野晋一郎 小児科 埼玉県立小児医療センター神経科 埼玉県さいたま市中央区新都心1-2

[指] 田中　学 小児科 埼玉県立小児医療センター　神経科 埼玉県さいたま市中央区新都心1-2

[指] 松浦隆樹 小児科 埼玉県立小児医療センター　神経科 埼玉県さいたま市中央区新都心1-2

[指] 小一原玲子 小児科 埼玉県立小児医療センター　保健発達部 埼玉県さいたま市中央区新都心1-2

平田佑子 小児科 埼玉県立小児医療センター　神経科 埼玉県さいたま市中央区新都心1-2

池本　智 小児科 埼玉県立小児医療センター　神経科 埼玉県さいたま市中央区新都心1-2

[指] 菊池健二郎 小児科 埼玉県立小児医療センター　神経科 埼玉県さいたま市中央区新都心1-2

代田惇朗 小児科 埼玉県立小児医療センター　神経科 埼玉県さいたま市中央区新都心1-2

相川　博 精神科 大宮西口メンタルクリニック 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-2-13　第２ユニオンビル４Ｆ

児玉智博 精神科 児玉クリニック 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-3  大宮仲町センタービル1階

中野隆史 精神科 獨協大学保健センター 埼玉県草加市学園町1-1

[指] 山内俊雄 精神科 埼玉医科大学 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38



[指] 岡島宏明 精神科 丸木記念福祉メディカルセンター,埼玉医科大学 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

[指] 渡邊さつき 精神科 埼玉医科大学 神経精神科 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

[指] 倉持　泉 精神科 埼玉医科大学病院神経精神科 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

[指] 村田佳子 精神科 埼玉医科大学病院神経精神科 ・診療内科 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

[指] 山内秀雄 小児科 埼玉医科大学病院　小児科　 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

平田幸子 脳外科 埼玉医科大学病院　脳神経外科　 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

茂木太一 精神科 自衛隊入間病院 埼玉県入間市東町

新井幸男 小児科 埼玉医大かわごえクリニック神経小児科 埼玉県川越市脇田本町21-7

[指] 吉野相英 精神科 防衛医科大学校 埼玉県所沢市並木3-2

松本　浩 小児科 防衛医科大学校病院 埼玉県所沢市並木3-2

中本英俊 脳外科 TMGあさか医療センター 埼玉県朝霞市溝沼1340-1

宮尾　暁 脳外科 TMGあさか医療センター　神経集中治療部 埼玉県朝霞市溝沼1340-1

野村敏大 小児科 川口市立医療センター 小児科 埼玉県川口市西新井宿180

伊藤正範 小児科 済生会川口総合病院 埼玉県川口市西川口5-11-5

松本隆洋 脳外科 熊谷総合病院　脳神経外科 埼玉県熊谷市中西4-5-1

静岡県

中村文裕 精神科 医）灯信会　さざ波てんかん神経クリニック 静岡県静岡市葵区呉服町1丁目5-2呉服町法月ﾋﾞﾙ2階Ａ号室

[指] 井上有史 精神科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

[指] 西田拓司 精神科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

日吉俊雄 精神科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

[指] 松田一己 脳外科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

[指] 臼井直敬 脳外科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

[指] 鳥取孝安 脳外科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

[指] 近藤聡彦 脳外科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

小川博司 脳外科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

[指] 髙橋幸利 小児科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

[指] 重松秀夫 小児科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

[指] 大谷英之 小児科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

[指] 今井克美 小児科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

山口解冬 小児科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

木水友一 小児科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

[指] 美根　潤 小児科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

福岡正隆 小児科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

[指] 山崎悦子 神経内科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

[指] 松平敬史 神経内科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886



荒木保清 神経内科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

川口典彦 神経内科 独）国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

[指] 八木和一 精神科 医）高草会焼津病院 静岡県焼津市策牛48

[指] 山本貴道 脳外科 聖隷浜松病院てんかんセンター 静岡県浜松市住吉2丁目12-12

[指] 藤本礼尚 脳外科 聖隷浜松病院　てんかんセンター　脳神経外科 静岡県浜松市中区住吉2-12-12

[指] 山添知宏 脳外科 聖隷浜松病院　脳神経外科 静岡県浜松市中区住吉2-12-12

川路博史 脳外科 聖隷浜松病院　脳神経外科 静岡県浜松市中区住吉2-12-12

[指] 榎日出夫 小児科 聖隷浜松病院小児神経科 静岡県浜松市中区住吉2-12-12

[指] 佐藤慶史郎 神経内科 聖隷浜松病院神経内科 静岡県浜松市中区住吉2-12-12

中村友彦 神経内科 浜松医科大学医学部附属病院脳神経内科 静岡県浜松市東区半田山1-20-1

[指] 河野親彦 小児科 いぬかい小児科 静岡県浜松市東区和田町920-1

那須裕郷 小児科 市立島田市民病院 小児科 静岡県島田市野田1200-5

大石　実 神経内科 伊豆東部総合病院 内科 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取17-2

愛知県

[指] 久保田哲夫 小児科 安城更生病院 愛知県安城市安城町東広畔28

[指] 深沢達也 小児科 安城更生病院 愛知県安城市安城町東広畔28

川上　治 神経内科 安城更生病院 愛知県安城市安城町東広畔28

[指] 藤谷　繁 脳外科 日本赤十字社　名古屋第一赤十字病院　脳神経外科 愛知県名古屋市中村区道下3-35

[指] 平岩文子 小児科 愛知県青い鳥医療福祉センター　小児科 愛知県名古屋市西区中小田井5-89

[指] 森川建基 小児科 森川クリニック 愛知県名古屋市中区新栄町1-3　日丸名古屋ビル8F

[指] 石川達也 小児科 日本福祉大学・健康社会研究センター 愛知県名古屋市中区千代田5-22-35

[指] 小林　悟 小児科 名古屋市立西部医療センター小児科 愛知県名古屋市北区平手町1-1-1

[指] 福智寿彦 精神科 医)福智会　すずかけクリニック 愛知県名古屋市千種区今池5-19-12

中岡健太郎 精神科 愛知県精神医療センター 愛知県名古屋市千種区徳川山町4-1-7

[指] 夏目　淳 小児科 名古屋大学医学部小児科 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

城所博之 小児科 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

[指] 中田智彦 小児科 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

[指] 山本啓之 小児科 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

鈴木健史 小児科 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

伊藤祐史 小児科 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

[指] 荒木邦彦 神経内科 名古屋大学附属病院神経内科 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

[指] 前澤　聡 脳外科 名古屋大学　脳とこころの研究センター・医学系研究科脳神経外科 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

[指] 梶田泰一 脳外科 国立病院機構名古屋医療センター　脳神経外科 愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1

[指] 岡田　久 神経内科 国立病院機構名古屋医療センター　神経内科 愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1

[指] 小林　麗 神経内科 国立病院機構名古屋医療センター　神経内科 愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1



[指] 東　英樹 精神科 名古屋市立大学病院 愛知県名古屋市瑞穂区川澄1

[指] 斉藤伸治 小児科 名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1

[指] 服部文子 小児科 名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1

[指] 渡邊一功 小児科 名古屋記念病院小児科 愛知県名古屋市天白区平針305

[指] 齋藤万里子 小児科 名古屋市ひばり荘 愛知県名古屋市瑞穂区弥富町蜜柑山1-4

[指] 辻　正保 精神科 辻こころのクリニック 愛知県名古屋市熱田区大宝1-1-101

大野敦子 小児科 豊田市こども発達センター 愛知県豊田市西山町2-19

牧　祐輝 小児科 トヨタ記念病院 小児科 愛知県豊田市平和町1-1

[指] 大島智弘 精神科 衣ヶ原病院 愛知県豊田市広久手町2-34

堀いくみ 小児科 JA愛知厚生連　海南病院　小児科 愛知県弥富市前ケ須町南本田396

石﨑友崇 脳外科 JA愛知厚生連　海南病院　脳神経外科 愛知県弥富市前ケ須町南本田396

[指] 石原尚子 小児科 藤田保健衛生大学医学部小児科 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1−98

[指] 根来民子 小児科 日本福祉大学　子ども発達学部心理臨床科 愛知県知多郡美浜町奥田

[指] 鈴木基正 小児科 あいち小児保健医療総合センター　神経科 愛知県大府市森岡町7-426

[指] 糸見和也 小児科 あいち小児保健医療総合センター神経科 愛知県大府市森岡町7-426

横井克典 神経内科 国立長寿医療研究センター 愛知県大府市森岡町7-430

藤本伸治 小児科 つつじが丘こどもクリニック 愛知県知多市つつじが丘4丁目23-3

[指] 三浦清邦 小児科 愛知県医療療育総合センター中央病院 愛知県春日井市神屋町713-8

[指] 丸山幸一 小児科 愛知県医療療育総合センター中央病院 愛知県春日井市神屋町713-8

[指] 山田桂太郎 小児科 愛知県医療療育総合センター中央病院小児神経科 愛知県春日井市神屋町713-8

小川千香子 小児科 愛知県医療療育総合センター中央病院小児神経科 愛知県春日井市神屋町713-8

[指] 麻生幸三郎 小児科 信愛医療療育センター 愛知県豊川市小坂井町大塚38−1 

[指] 兼本浩祐 精神科 愛知医科大学精神神経科 愛知県長久手市岩作雁又1-1

[指] 田所ゆかり 精神科 愛知医科大学精神科学講座 愛知県長久手市岩作雁又1-1

[指] 櫻井高太郎 精神科 愛知医科大学精神神経科 愛知県長久手市岩作雁又1-1

[指] 奥村彰久 小児科 愛知医科大学小児科 愛知県長久手市岩作雁又1-1

[指] 倉橋宏和 小児科 愛知医科大学小児科 愛知県長久手市岩作雁又1-1

岐阜県

[指] 渡邊宏雄 小児科 すこやかこどもクリニック 岐阜県岐阜市鹿島町5-16

[指] 足立美穂 小児科 岐阜大学医学部付属病院小児科 岐阜県岐阜市柳戸1-1

久保田一生 小児科 岐阜大学医学部付属病院小児科 岐阜県岐阜市柳戸1-1

[指] 羽部　仁 精神科 はぶクリニック 岐阜県大垣市宮町1-1-1スイトテラス2F

篠田　淳 脳外科 木沢記念病院・中部療護センター 岐阜県美濃加茂市古井町下古井630

三重県

[指] 太田穂高 小児科 三重県立総合医療センター小児科 三重県四日市市大字日永5450-132



[指] 岡田元宏 精神科 三重大学大学院医学系研究科 三重県津市江戸橋2-174

市川尚己 脳外科 鈴鹿回生病院脳神経外科 三重県鈴鹿市国府町112−1

福井県

[指] 今村久司 神経内科 福井赤十字病院神経内科 福井県福井市月見2-4-1

石川県

地引逸亀 精神科 社福)金沢市民生協会ときわ病院 石川県野々市市中林4-123

黒田文人 小児科 金沢大学附属病院小児科 石川県金沢市宝町13-1

[指] 廣瀬源二郎 神経内科 浅ノ川総合病院　脳神経センター(神経内科) 石川県金沢市小坂町中83

[指] 紺谷　智 神経内科 浅ノ川総合病院 石川県金沢市小坂町中83

[指] 大西寛明 脳外科 浅ノ川総合病院 石川県金沢市小坂町中83

[指] 中川裕康 小児科 浅ノ川総合病院 石川県金沢市小坂町中83

河畑孝佳 小児科 石川県立中央病院 石川県金沢市鞍月東2-1

[指] 佐藤仁志 小児科 金沢医科大学小児科 石川県河北郡内灘町大学1-1

[指] 泉　達郎 小児科 国立病院機構七尾病院小児科・神経小児科 石川県七尾市松百町ハ部３－１

富山県

[指] 宮　一志 小児科 富山医科薬科大学小児科学教室 富山県富山市杉谷2630

[指] 本郷和久 小児科 富山大学医学部小児科 富山県富山市杉谷2630

[指] 田中朋美 小児科 富山大学医学部小児科 富山県富山市杉谷2630

草開祥平 小児科 くれはキッズクリニック 富山県富山市呉羽町3185

山谷美和 小児科

滋賀県

[指] 竹内義博 小児科 滋賀医科大学小児科学講座 滋賀県大津市瀬田月輪町

西倉紀子 小児科 滋賀医科大学附属病院小児科 滋賀県大津市瀬田月輪町

[指] 底田辰之 小児科 滋賀医科大学小児科学講座 滋賀県大津市瀬田月輪町

[指] 新田直樹 脳外科 滋賀医科大学脳神経外科学講座 滋賀県大津市瀬田月輪町

塚本剛士 神経内科 滋賀医科大学附属病院神経内科 滋賀県大津市瀬田月輪町

[指] 宇佐美清英 神経内科 大津赤十字病院神経内科 滋賀県大津市長等1-1-35

櫻井健世 神経内科 さくらいクリニック 滋賀県大津市粟津町2-65 第二久下ビル1F

[指] 高野知行 小児科 びわこ学園医療福祉センター野洲 滋賀県野洲市北桜978-2

[指] 林　安里 小児科 びわこ学園医療福祉センター野洲 滋賀県野洲市北桜978-2

[指] 熊田知浩 小児科 くまだキッズ・ファミリークリニック 滋賀県守山市金森町454-4 

[指] 宮嶋智子 小児科 滋賀県立小児保健医療センター小児科 滋賀県守山市守山5丁目7-30

[指] 野崎章仁 小児科 滋賀県立小児保健医療センター 滋賀県守山市守山5丁目7-30

[指] 吉岡誠一郎 小児科 医)栗東よしおか小児科 滋賀県栗東市綣3丁目5-17

[指] 龍神布紀子 小児科 済生会滋賀県病院 滋賀県栗東市大橋2-4-1



[指] 田中政幸 小児科 たなか小児科 滋賀県東近江市八日市緑町5-27

小田　望 小児科 びわこ学園医療福祉センター草津 滋賀県草津市笠山8-3-113

京都府

[指] 西村　陽 小児科 京都第一赤十字病院新生児科 京都府京都市東山区本町15−749

短田浩一 小児科 京都第一赤十字病院小児科 京都府京都市東山区本町15−749

松下浩子 小児科 京都鞍馬口医療センター　小児科 京都府京都市北区小山下総町27

[指] 長村敏生 小児科 京都第二赤十字病院  小児科 京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5

[指] 森岡茂己 小児科 京都第二赤十字病院  小児科 京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5

[指] 千代延友裕 小児科 京都府立医科大学小児科 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

[指] 森本昌史 小児科 京都府立医科大学小児科 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

戸澤雄紀 小児科 京都府立医科大学　小児科 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

[指] 田中章浩 神経内科 京都府立医科大学神経内科 京都府京都市上京区河原町広小路上ﾙ梶井町465

[指] 川崎　淳 精神科 川崎医院 京都府京都市中京区六角通堺町西入る堀之上町119岡松ﾋﾞﾙ4F

村井智彦 神経内科 京都市立病院 京都府京都市中京区壬生東高田町1-2

[指] 呉　東進 小児科 京都大学大学院医学研究科エコチル京都ユニットセンター 京都府京都市左京区吉田近衛町

[指] 井内盛遠 神経内科 京都大学大学院医学研究科呼吸管理睡眠制御学講座 京都府京都市左京区吉田近衛町

[指] 池田昭夫 神経内科 京都大学大学院医学研究科　てんかん・運動異常生理学講座 京都府京都市左京区聖護院川原町54

[指] 下竹昭寛 神経内科 京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54

[指] 小林勝哉 神経内科 京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54

[指] 人見健文 神経内科 京都大学大学院医学研究科臨床病態検査学 京都府京都市左京区聖護院川原町54

武山博文 神経内科 京都大学医学部附属病院　脳神経内科 京都府京都市左京区聖護院川原町54

佐藤和明 神経内科 京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院河原町54

[指] 谷岡洸介 神経内科 京都大学医学部附属病院　脳神経内科 京都府京都市左京区聖護院川原町54

十河正弥 神経内科 京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54

中谷光良 神経内科 京都大学医学部附属病院　脳神経内科 京都府京都市左京区聖護院川原町54

梶川駿介 神経内科 京都大学医学部附属病院　脳神経内科 京都府京都市左京区聖護院川原町54

十川純平 神経内科 京都大学大学院医学研究科 呼吸管理睡眠制御学講座 京都府京都市左京区聖護院川原町54

邉見名見子 神経内科 京都大学医学部附属病院　脳神経内科 京都府京都市左京区聖護院川原町54

岡田　直 神経内科 京都大学医学部附属病院　脳神経内科 京都府京都市左京区聖護院川原町54

大封昌子 神経内科 京都大学医学部附属病院　脳神経内科 京都府京都市左京区聖護院川原町54

[指] 山尾幸広 脳外科 京都大学医学部附属病院　脳神経外科 京都府京都市左京区聖護院川原町54

[指] 吉田健司 小児科 京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54

中田昌利 小児科 京都大学医学部附属病院小児科 京都府京都市左京区聖護院川原町54

[指] 菊池隆幸 脳外科 京都大学医学部附属病院 脳神経外科 京都府京都市左京区聖護院川原町54

吉岡　博 小児科 よしおかこどもクリニック 京都府京都市西京区川島滑樋町46-3



[指] 木下真幸子 神経内科 独）国立病院機構　宇多野病院 京都府京都市右京区鳴滝音戸山町8

坂本光弘 神経内科 洛和会音羽病院　脳神経内科 京都府京都市山科区音羽珍事町2

[指] 松井史裕 小児科 花ノ木医療福祉センター 京都府亀岡市大井町小金岐北浦37-1

[指] 諸戸雅治 小児科 市立福知山市民病院小児科 京都府福知山市厚中町231

奈良県

[指] 土井俊明 小児科 小児科どいクリニック 奈良県生駒市南田原町1038

開道貴信 脳外科 国立病院機構奈良医療センター 奈良県奈良市七条2-789

[指] 澤井康子 小児科 国立病院機構奈良医療センター 奈良県奈良市七条2-789

守屋和起 神経内科 国立病院機構奈良医療センター 脳神経内科 奈良県奈良市七条2-789

中瀬裕之 脳外科 公立学校法人奈良県立医科大学　脳神経外科 奈良県橿原市四条町840

[指] 田村健太郎 脳外科 公立学校法人奈良県立医科大学　脳神経外科 奈良県橿原市四条町840

佐々木亮太 脳外科 公立学校法人奈良県立医科大学　脳神経外科 奈良県橿原市四条町840

[指] 榊原崇文 小児科 奈良県立医科大学付属病院 奈良県橿原市四条町840

松井　潤 小児科 大和郡山病院 奈良県大和郡山市朝日町1-62

舞鶴賀奈子 小児科 天理よろづ相談所病院 小児科 奈良県天理市三島町200

小原啓弥 神経内科 南奈良総合医療センター　神経内科 奈良県吉野郡大淀町大字福神８−１

大阪府

[指] 田中順子 小児科 医）順育会　田中北梅田クリニック 大阪府大阪市北区芝田2-8-10 光栄ビル3F

[指] 熊倉　啓 小児科 北野病院 大阪府大阪市北区扇町2-4-20

[指] 池田浩子 小児科 てんかん・神経 大阪南森町いけだクリニック 大阪府大阪市北区天神橋2-4-16 大研ビル2F

[指] 池田　仁 神経内科 てんかん・神経 大阪南森町いけだクリニック 大阪府大阪市北区天神橋2-4-16 大研ビル2F

[指] 川脇　寿 小児科 大阪市立総合医療センター　小児神経内科 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22

[指] 九鬼一郎 小児科 大阪市立総合医療センター 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22

[指] 岡崎　伸 小児科 大阪市立総合医療センター小児医療センター小児神経内科 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22

[指] 井上岳司 小児科 大阪市立総合医療センター小児神経内科 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22

[指] 温井めぐみ 小児科 大阪市立総合医療センター 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22

[指] 三枝隆博 神経内科 大阪市立総合医療センター脳神経内科 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22

國廣誉世 脳外科 大阪市立総合医療センター 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22

[指] 大柳玲嬉 小児科 大柳こどもクリニック 大阪府大阪市生野区舎利寺2-14-5

[指] 瀬戸俊之 小児科 大阪公立大学大学院医学研究科発達小児医学 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3

[指] 佐久間悟 小児科 大阪公立大学大学院医学研究科発達小児医学 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3

[指] 宇田武弘 脳外科 大阪公立大学医学部附属病院脳神経外科 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3

[指] 露口尚弘 脳外科 大阪公立大学大学院医学研究科　脳神経外科 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3

[指] 山本　忍 精神科 やまもとクリニック 大阪府大阪市西区江戸堀1-8-22　YIMビル2F

[指] 田川哲三 小児科 大阪厚生年金病院小児科 大阪府大阪市福島区福島4丁目2-78



上原尚子 神経内科 関西電力病院 神経内科 大阪府大阪市福島区福島2-1-7

[指] 小出泰道 神経内科 小出内科神経科 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町3-5

[指] 荒木　敦 小児科 社会医療法人　真美会　大阪旭こども病院 大阪府大阪市旭区新森 4-13-17

小野次朗 小児科 石田クリニック 大阪府大阪市東淀川区豊新3-25-19

廣澤太輔 神経内科 国家公務員共済組合連合会大手前病院　神経内科 大阪府大阪市中央区大手前1-5-34

橋本洋章 脳外科 国家公務員共済組合連合会大手前病　脳神経外科 大阪府大阪市中央区大手前1-5-34

[指] 木村暢佑 小児科 なにわ生野病院　小児科 大阪府大阪市浪速区大国1-10-3

[指] 鳥邊泰久 小児科 鳥辺医院 大阪府豊中市新千里東町3-5-4

[指] 加藤天美 脳外科 関西メディカル病院　脳神経センター 大阪府豊中市新千里西町1-1-7-2

[指] 永井利三郎 小児科 大阪大学医学部保健学科 大阪府吹田市山田丘2-2

富永康仁 小児科 大阪大学付属病院小児科 大阪府吹田市山田丘2-2

[指] 下野九理子 小児科 大阪大学小児科 大阪府吹田市山田丘1-7

[指] 青天目信 小児科 大阪大学大学院医学系研究科情報統合医学講座小児科 大阪府吹田市山田丘2-2

谷河純平 小児科 大阪大学医学部付属病院小児科 大阪府吹田市山田丘2-2

[指] 貴島晴彦 脳外科 大阪大学脳神経外科／てんかんセンター 大阪府吹田市山田丘2-2

押野　悟 脳外科 大阪大学医学部脳神経外科 大阪府吹田市山田丘2-2

[指] 平田雅之 脳外科 大阪大学脳神経外科 大阪府吹田市山田丘2-2

[指] 栁澤琢史 脳外科 大阪大学医学部脳神経外科 大阪府吹田市山田丘2-2

[指] クー ウイミ 脳外科 大阪大学医学系研究科脳神経外科 大阪府吹田市山田丘2-2

谷　直樹 脳外科 大阪大学大学院医学系研究科・脳神経外科 大阪府吹田市山田丘2-2

岩瀬真生 精神科 大阪大学大学院医学系研究科精神医学講座 大阪府吹田市山田丘2-2　　D3

[指] 中野美佐 神経内科 市立吹田市民病院　神経内科 大阪府吹田市岸部新町5-7

福間一樹 神経内科 国立循環器病研究センター 大阪府吹田市岸部新町6-1

[指] 隅　清臣 小児科 隅クリニック　小児科神経内科 大阪府茨木市中穂積3丁目2-12

[指] 島川修一 小児科 大阪医科薬科大学附属病院 大阪府高槻市大学町2-7

[指] 福井美保 小児科 大阪医科薬科大学附属病院 大阪府高槻市大学町2-7

荻野元子 小児科 大阪医科薬科大学附属病院 大阪府高槻市大学町2-7

服部有香 小児科 高槻病院 大阪府高槻市古曽部町1-3-13

[指] 村上達也 神経内科 萱島生野病院 大阪府門真市上島町22-11

[指] 内田久美 小児科 岸和田徳洲会病院　小児科 大阪府岸和田市加守町4-27-1

[指] 安原昭博 小児科 安原こどもクリニック 大阪府寝屋川市香里新町26-3

[指] 柏木　充 小児科 市立ひらかた病院　小児科 大阪府枚方市禁野本町2-14-1 

大場千鶴 小児科 市立ひらかた病院　小児科 大阪府枚方市禁野本町2-14-1

[指] 野村昇平 小児科 市立ひらかた病院　小児科 大阪府枚方市禁野本町2-14-1

[指] 田辺卓也 小児科 田辺こどもクリニック 大阪府枚方市東山1-49-31



[指] 中野直樹 脳外科 近畿大学医学部脳神経外科 大阪府大阪狭山市大野東377‐2

宮内正晴 脳外科 近畿大学附属病院脳神経外科 大阪府大阪狭山市大野東377‐2

[指] 柳原恵子 小児科 大阪母子医療センター　小児神経科 大阪府和泉市室堂町840

[指] 最上友紀子 小児科 大阪母子医療センター　小児神経科 大阪府和泉市室堂町840

[指] 鈴木保宏 小児科 大阪母子医療センター　小児神経科 大阪府和泉市室堂町840

[指] 沖永剛志 小児科 ベルランド総合病院小児科 大阪府堺市中区東山500番地の3

[指] 磯田賢一 小児科 パナソニック健康保険組合松下記念病院小児科 大阪府守口市外島町5-55

和歌山県

[指] 西林宏起 脳外科 和歌山県立医科大学脳神経外科 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1

[指] 辻富基美 精神科 和歌山県立医科大学神経精神科 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1

大谷和正 小児科 おおたにクリニック 和歌山県御坊市名田町野島1-7

兵庫県

[指] 吉岡三恵子 小児科 神戸市総合療育センター 兵庫県神戸市長田区丸山町2-3-50

[指] 児玉荘一 小児科 兵庫県立こども病院 兵庫県神戸市中央区港島南町1-6-7

[指] 丸山あずさ 小児科 兵庫県立こども病院　神経内科 兵庫県神戸市中央区港島南町1-6-7

[指] 吉村　元 神経内科 神戸市立医療センター中央市民病院神経内科 兵庫県神戸市中央区港島南町2-1-1

[指] 永瀬裕朗 小児科 神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野こども急性疾患学部門 兵庫県神戸市中央区楠町7−5−2

山口　宏 小児科 神戸大学医学部付属病院　小児科 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2

[指] 松本理器 神経内科 神戸大学大学院医学研究科内科学講座神経内科分野 兵庫県神戸市中央区楠町7−5−2

岡山公宣 神経内科 神戸大学医学部附属病院 脳神経内科 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-1

[指] 白坂幸義 小児科 しらさかクリニック 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1-14-103

[指] 星田　徹 脳外科 西宮敬愛会病院 兵庫県西宮市深津町7-5

[指] 服部英司 小児科 重症心身障害児施設　砂子療育園 兵庫県西宮市武庫川町2-9

[指] 田中勝治 小児科 西宮すなご医療福祉センター小児科 兵庫県西宮市武庫川町2-9

[指] 渡邊早苗 小児科 西宮すなご医療福祉センター 兵庫県西宮市武庫川町2−9

[指] 下村英毅 小児科 兵庫医科大学病院 兵庫県西宮市武庫川町1-1

[指] 二宮宏智 脳外科 市立伊丹病院脳神経外科 兵庫県伊丹市昆陽池1-100

大星大観 小児科 市立伊丹病院小児科 兵庫県伊丹市昆陽池1-100

杉本健郎 小児科 すぎもとボーン・クリニーク 兵庫県篠山市味間新64-4

藤原克彦 小児科 藤原小児科クリニック 兵庫県姫路市玉手1丁目193-2

[指] 高見勇一 小児科 姫路赤十字病院　小児科 兵庫県姫路市下手野1丁目12-1

[指] 豊田裕敬 精神科 とよだクリニック 兵庫県加古川市加古川町溝之口507ｻﾝﾗｲｽﾞ加古川4F

[指] 足立昌夫 小児科 あだちこども診療所 兵庫県加古川市加古川町美乃利465-1

[指] 豊嶋大作 小児科 加古川中央市民病院　小児科 兵庫県加古川市加古川町本町439

[指] 親里嘉展 小児科 加古川中央市民病院　小児科 兵庫県加古川市加古川町本町439



[指] 加藤竹雄 小児科 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県尼崎市東難波町2-17-77

[指] 影山恭史 神経内科 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県尼崎市東難波町2-17-77

[指] 丸山信之 脳外科 木花診療所 兵庫県明石市朝霧台3776-12

山田博之 小児科 公立豊岡病院　小児科 兵庫県豊岡市戸牧1094

金星匡人 神経内科 さつきクリニック　脳神経内科 兵庫県三田市横山町7-7

鳥取県

杉浦千登勢 小児科 中部療育園　小児科 鳥取県倉吉市南昭和町15

[指] 吉岡伸一 精神科 鳥取大学医学部保健学科地域・精神看護学講座 鳥取県米子市西町86

[指] 前垣義弘 小児科 鳥取大学医学部 鳥取県米子市西町36-1

金井創太郎 小児科 鳥取大学医学部附属病院 脳神経小児科 鳥取県米子市西町86

[指] 岡西　徹 小児科 鳥取大学医学部附属病院 脳神経小児科 鳥取県米子市西町86

[指] 近藤慎二 脳外科 山陰労災病院脳神経外科 鳥取県米子市皆生新田1-8-1

[指] 斎藤　潤 神経内科 鳥取医療センター神経内科 鳥取県鳥取市三津876

[指] 稲垣真澄 小児科 鳥取県立鳥取療育園 鳥取県鳥取市江津730

島根県

[指] 平岩里佳 小児科 メディカルハーブクリニック・ひらいわ 島根県松江市黒田町483-5

[指] 瀬島　斉 小児科 雲南市立病院　小児科 島根県雲南市大東町飯田96‐1

[指] 木村正彦 小児科 きむらこどもファミリークリニック 島根県出雲市西新町1丁目2548-9

[指] 束本和紀 小児科 島根大学医学部小児科 島根県出雲市塩冶町89-1

岡山県

[指] 小林勝弘 小児科 岡山大学病院 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号

[指] 西山逸子 小児科 岡山大学医学部附属病院小児神経科 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

[指] 秋山倫之 小児科 岡山大学病院小児神経科 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

[指] 林裕美子 小児科 岡山大学医学部附属病院小児神経科 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

柴田　敬 小児科 岡山大学医学部小児神経科 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

佐々木達也 脳外科 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　脳神経外科 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

岡本　基 精神科 向陽台病院 岡山県真庭市上市瀬368

[指] 吉永治美 小児科 国立病院機構　南岡山医療センター 岡山県都窪郡早島町早島4066

[指] 秋山麻里 小児科 国立病院機構　南岡山医療センター 岡山県都窪郡早島町早島4066

[指] 遠藤文香 小児科 国立病院機構　南岡山医療センター 岡山県都窪郡早島町早島4066

[指] 柏原健一 神経内科 岡山脳神経内科クリニック 岡山県岡山市中区江崎104-16

濵口敏和 神経内科 岡山旭東病院 岡山県岡山市中区倉田567-1

[指] 山磨康子 小児科 旭川荘療育・医療センター児童院 岡山県岡山市北区祇園866

[指] 大塚頌子 小児科 旭川荘療育・医療センター児童院 岡山県岡山市北区祇園866

表　芳夫 神経内科 国立病院機構　岡山医療センター　神経内科 岡山県岡山市北区田益1711-1



[指] 井上拓志 小児科 国立病院機構　岡山医療センター 小児科 岡山県岡山市北区田益1711-1

[指] 森　仁 神経内科 川崎医科大学総合医療センター　脳神経内科 岡山県岡山市北区中山下2-6-1

天野るみ 小児科 倉敷成人病センター小児科 岡山県倉敷市白楽町250

[指] 上利　崇 脳外科 倉敷平成病院　脳神経外科 岡山県倉敷市老松町4-3-38

藤井大樹 神経内科 倉敷中央病院　脳神経内科 岡山県倉敷市美和1-1-1

小畑　馨 神経内科 倉敷中央病院　脳神経内科 岡山県倉敷市美和1-1-1

花岡義行 小児科 倉敷中央病院　小児科 岡山県倉敷市美和1-1-1

[指] 濵内朗子 神経内科 医）道照会　竹内医院 神経内科 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓4949-24

細川　清 精神科

広島県

伊予田邦昭 小児科 福山こども発達支援センター 広島県福山市三吉町南2-11-22

[指] 村上暢子 小児科 日本鋼管福山病院 広島県福山市大門町津之下1844

三谷　納 小児科 福山市民病院　小児科 広島県福山市蔵王町5-23-1

[指] 中村　靖 精神科 なかむら神経内科・メンタルクリニック 広島県広島市中区基町12-3-401

上利　大 神経内科 広島市立広島市民病院 脳神経内科 広島県広島市中区基町7-33

[指] 荒木武尚 神経内科 広島赤十字・原爆病院 広島県広島市中区千田町1-9-6

[指] 茶谷　裕 神経内科 松本内科胃腸科 広島県広島市中区大手町5-7-3ビアビアンカマツヲビル　3階

[指] 早川武敏 小児科 はやかわ小児クリニック 広島県広島市中区袋町6-46

[指] 飯田幸治 脳外科 広島大学　脳神経外科 広島県広島市南区霞1-2-3

[指] 香川幸太 脳外科 広島大学脳神経外科 広島県広島市南区霞1-2-3

[指] 片桐匡弥 脳外科 広島大学病院　脳神経外科 広島県広島市南区霞1-2-3

音成秀一郎 神経内科 広島大学病院脳神経内科 広島県広島市南区霞1-2-3

[指] 石川暢恒 小児科 広島大学病院小児科 広島県広島市南区霞1-2-3

小林良行 小児科 広島大学病院小児科 広島県広島市南区霞1-2-3

[指] 藤井裕士 小児科 広島大学医学部附属病院小児科 広島県広島市南区霞1-2-3

[指] 岸　高正 小児科 荒木脳神経外科病院 広島県広島市西区庚午北2-8-7

西川美希 小児科 重症児・者福祉医療施設　原 広島県廿日市市原926－1

山口県

[指] 市山高志 小児科 鼓ヶ浦こども医療福祉センター 山口県周南市久米752-4

[指] 松藤博紀 小児科 鼓ヶ浦こども医療福祉センター 山口県周南市久米752-4

[指] 藤井正美 脳外科 山口県立総合医療センター　高次てんかんセンター 山口県防府市大字大崎77

[指] 林　隆 小児科 医)テレサ会　西川医院発達診療部 山口県宇部市西岐波325

[指] 秋村龍夫 脳外科 聖比留会 セントヒル病院 脳神経外科 山口県宇部市今村北3-7−18

[指] 星出まどか 小児科 山口大学大学院医学系研究科  小児科学分野 山口県宇部市南小串1-1-1

[指] 松重武志 小児科 山口大学医学部小児科 山口県宇部市南小串1-1-1



[指] 井本浩哉 脳外科 山口大学医学部脳神経外科 山口県宇部市南小串1-1-1

[指] 井上裕文 小児科 萩市民病院　小児科 山口県萩市大字椿3460-3

[指] 宍戸丈郎 神経内科 国立病院機構柳井医療センター　神経内科 山口県柳井市伊保庄95

香川県

[指] 宮崎雅仁 小児科 小児科内科三好医院 香川県東かがわ市大谷813-1

[指] 永井盛博 小児科 四国こどもとおとなの医療センター 香川県善通寺市仙遊町2-1-1

[指] 三宅　進 小児科

徳島県

[指] 森　達夫 小児科 徳島大学医学部小児科 徳島県徳島市蔵本町3-18-15 

多田恵曜 脳外科 徳島大学病院脳神経外科 徳島県徳島市蔵本町3-18-15 

藤原敏孝 脳外科 徳島大学病院脳神経外科 徳島県徳島市蔵本町3-18-15 

[指] 東田好広 小児科 徳島大学病院小児科 徳島県徳島市蔵本町2-50-1

[指] 森　健治 小児科 徳島大学大学院子どもの保健・看護学分野 徳島県徳島市蔵本町2-50-1

高知県

[指] 臼井大介 小児科 田野病院 高知県安芸郡田野町1414-1

愛媛県

[指] 梅岡秀一 脳外科 うめおか神経クリニック 愛媛県松山市二番町3-8-21久保豊ビル２階

[指] 中野広輔 小児科 松山赤十字病院 愛媛県松山市文京町1

[指] 鈴木由香 小児科 松山赤十字病院 愛媛県松山市文京町1

森本武彦 小児科 旭川荘南愛媛病院小児科 愛媛県北宇和郡鬼北町永野市1607

若本裕之 小児科 愛媛県立子ども療育センター 愛媛県東温市田窪2135番地

[指] 國枝武治 脳外科 愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経外科学 愛媛県東温市志津川454

[指] 元木崇裕 小児科 愛媛大学医学部小児科学講座 愛媛県東温市志津川

[指] 岡本健太郎 小児科 愛媛県立今治病院小児科 愛媛県今治市石井町4-5-5

福岡県

[指] 下野昌幸 小児科 産業医科大学小児科 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1

[指] 豊田知子 神経内科 産業医科大学神経内科 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1-1

中村涼子 小児科 地域医療機能推進機構 九州病院　小児科 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-8-1

[指] 友納優子 小児科 北九州市立総合療育センター 小児科 福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10-2

[指] 緒方怜奈 小児科 国立病院機構　小倉医療センター小児科 福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

[指] 石井雅宏 小児科 北九州総合病院小児科 福岡県北九州市小倉北区東城野町1-1

花井敏男 小児科 柳川療育センター　発達支援センター 福岡県柳川市上宮永町284-2

[指] 中村紀子 小児科 高邦福祉会　柳川療育センター 福岡県柳川市三橋町棚町218-1

[指] 吉良龍太郎 小児科 福岡市立こども病院・感染症センター小児神経科 福岡県福岡市中央区唐人町2-5-1

武本環美 小児科 浜の町病院 福岡県福岡市中央区長浜3-3-1



[指] 宮城　靖 脳外科
九州大学 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒﾃﾞｨｼﾝ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙﾍﾟｲｼｪﾝﾄ部門
デジタルペイシェント部門

福岡県福岡市東区馬出3-1-1総合研究棟515号室

[指] 重藤寛史 神経内科 九州大学病院神経内科 福岡県福岡市東区馬出3丁目1-1

向野隆彦 神経内科 九州大学病院神経内科 福岡県福岡市東区馬出3丁目1-1

[指] 迎　伸孝 脳外科 九州大学病院脳神経外科 福岡県福岡市東区馬出3丁目1-1

[指] 松原鉄平 脳外科 九州大学大学院 福岡県福岡市東区馬出3丁目1-1

チョン ピ
ンフィー

小児科 九州大学病院小児科 福岡県福岡市東区馬出3丁目1-1

[指] 實藤雅文 小児科 九州大学医学部小児科 福岡県福岡市東区馬出3-1-1

[指] 村上信哉 脳外科 福岡市立こども病院 脳神経外科 福岡県福岡市東区香椎照葉5-1-1

鳥尾倫子 小児科 福岡市立こども病院 福岡県福岡市東区香椎照葉5-1-1

[指] 橋口公章 脳外科 はしぐち脳神経クリニック 福岡県福岡市西区愛宕4-14-19

[指] 正崎泰作 神経内科 平尾ごう脳神経外科クリニック 福岡県福岡市南区大楠2-8-29

[指] 鳥巣浩幸 小児科 福岡歯科大学小児科 福岡県福岡市早良区田村2-15-1

進村光規 神経内科 ももち浜　福岡山王病院　神経内科 福岡県福岡市早良区百道浜3-6-40

[指] 鎌田崇嗣 神経内科 福岡山王病院　脳・神経機能センター 福岡県福岡市早良区百道浜3-6-45

[指] 赤松直樹 神経内科 福岡山王病院てんかんセンター 福岡県福岡市早良区百道浜3-6-45

[指] 萩原綱一 神経内科 福岡山王病院　てんかん・睡眠センター 福岡県福岡市早良区百道浜3-6-45

田中秀明 脳外科 福岡山王病院脳神経機能センター 福岡県福岡市早良区百道浜3-6-45

[指] 廣瀬伸一 小児科 福岡大学医学部小児科 福岡県福岡市城南区七隈7ｰ45ｰ1

安元佐和 小児科 福岡大学医学部小児科 福岡県福岡市城南区七隈7-45-1

[指] 井原由紀子 小児科 福岡大学医学部小児科 福岡県福岡市城南区七隈7-45-1

[指] 藤田貴子 小児科 福岡大学医学部小児科 福岡県福岡市城南区七隈7-45-1

[指] 森岡隆人 脳外科 蜂須賀病院 福岡県宗像市野坂2650

[指] 黒川　徹 小児科 誠愛リハビリテーション病院 福岡県大野城市南大利2-7-2

小川　厚 小児科 福岡大学筑紫病院小児科 福岡県筑紫野市俗明院1-1-1

[指] 鶴澤礼実 小児科 福岡大学筑紫病院小児科 福岡県筑紫野市俗明院1－1－1

[指] 井上貴仁 小児科 福岡大学筑紫病院小児科 福岡県筑紫野市俗明院1－1－1

[指] 高瀬敬一郎 神経内科 飯塚病院 神経内科 福岡県飯塚市芳雄町3-83

[指] 本岡大道 精神科 久留米大学医学部 精神神経科 福岡県久留米市旭町67

[指] 安元眞吾 精神科 久留米大学医学部精神科 福岡県久留米市旭町67

[指] 村岡範裕 脳外科 社会保険田川病院 脳神経外科 福岡県田川市上本町10－18

[指]
スビヤント
ケイジ

小児科 田川市立病院 福岡県田川市大字糒1700-2

[指] 小池敬義 小児科 大牟田市立病院　小児科 福岡県大牟田市宝坂町2-19-1

佐賀県

[指] 田島大輔 小児科 唐津赤十字病院 佐賀県唐津市二タ子1-5-1



長崎県

[指] 松坂哲應 小児科 長崎市障害福祉センターもりまちハートセンター 長崎県長崎市茂里町2−41

[指] 里　龍晴 小児科 長崎大学病院小児科 長崎県長崎市坂本1-7-1

[指] 馬場史郎 脳外科 長崎大学病院　脳神経外科 長崎県長崎市坂本1-7-1

伊東裕二 精神科 医)志仁会　西脇病院 長崎県長崎市桜木町3-14

[指] 松尾光弘 小児科 長崎県立こども医療福祉センター 長崎県諌早市永昌東町24-3

[指] 藤井明子 小児科 長崎県立こども医療福祉センター 長崎県諌早市永昌東町24-3

[指] 馬場啓至 脳外科 独）国立病院機構　長崎医療センター脳神経外科 長崎県大村市久原2-1001-1

[指] 小野智憲 脳外科 独）国立病院機構　長崎医療センター脳神経外科 長崎県大村市久原2-1001-1

[指] 本田涼子 小児科 独）国立病院機構　長崎医療センター小児科 長崎県大村市久原2-1001-1

[指] 犬塚　幹 小児科 佐世保中央病院　小児科 長崎県佐世保市大和町15番地

原口康平 小児科 佐世保市立総合医療センター 長崎県佐世保市平瀬町9-3

内田大貴 脳外科 佐世保市総合医療センター 脳神経外科 長崎県佐世保市平瀬町9-3

[指] 森田武伯 精神科 佐世保愛恵病院 長崎県佐世保市瀬戸越4-2-25

[指] 戸田啓介 脳外科 長崎川棚医療センター 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2005−1

[指] 渡邊嘉章 小児科 ひなみこどもクリニック 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1303-7

[指] 渡邊聖子 小児科 ひなみこどもクリニック 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1303-7

熊本県

[指] 緒方　明 精神科 有働病院 熊本県荒尾市万田475-1

[指] 池田ちづる 小児科 熊本再春医療センター 熊本県合志市須屋2659番地

[指] 浜崎　禎 脳外科 熊本大学医学部附属病院脳神経外科 熊本県熊本市中央区本荘1-1-1

[指] 百崎　謙 小児科 熊本大学医学部附属病院小児科 熊本県熊本市中央区本荘1-1-1

松原崇一朗 神経内科 熊本大学病院　脳神経内科 熊本県熊本市中央区本荘1-1-1

大分県

[指] 石田重信 精神科 あけのメディカルクリニック 大分市明野高尾2丁目27－1

[指] 後藤一也 小児科 国立病院機構　西別府病院 大分県別府市大字鶴見4548番地

[指] 鈴木正義 小児科 大分県厚生連鶴見病院 大分県別府市大字鶴見4333

[指] 内山伸一 小児科 国立病院機構西別府病院 大分県別府市鶴見4548

[指] 岡成和夫 小児科 大分大学小児科学講座 大分県由布市挾間町医大ヶ丘1-1

[指] 上田　徹 脳外科 大分大学医学部脳神経外科 大分県由布市挟間町医大ヶ丘1丁目

宮崎県

[指] 鶴　紀子 精神科 高宮病院 宮崎県宮崎市吉村町大町甲1931

[指] 池田俊郎 小児科 まつおか小児科・いけだ小児神経内科 宮崎県宮崎市花山手東1-2-3

木許恭宏 小児科 宮崎大学医学部附属病院  小児科 宮崎県宮崎市清武町木原5200

前田謙一 小児科 宮崎大学医学部附属病院  小児科 宮崎県宮崎市清武町木原5200



[指] 矢澤省吾 神経内科 潤和会記念病院 神経内科 宮崎県宮崎市大字小松1119

[指] 村原貴史 神経内科 潤和会記念病院 神経内科 宮崎県宮崎市大字小松1119

[指] 植田勇人 精神科 西都病院 宮崎県西都市大字調殿1010

藤元登四郎 精神科 社)藤元メディカルシステム　藤元病院 宮崎県都城市早鈴町17-4

[指] 中村克巳 脳外科 社)藤元メディカルシステム　藤元総合病院脳神経外科 宮崎県都城市早鈴町17-1

[指] 大坪俊昭 脳外科 社)藤元メディカルシステム　藤元総合病院脳神経外科 宮崎県都城市早鈴町17-1

鹿児島県

[指] 今村真一 脳外科 医）雄翔会　いまむら脳神経クリニック 鹿児島県鹿児島市薬師二丁目13-32

[指] 花谷亮典 脳外科 鹿児島大学大学院医歯薬総合研究科脳神経外科学 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号

[指] 細山浩史 脳外科 鹿児島大学病院脳神経外科 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号

[指] 丸山慎介 小児科 鹿児島大学 病院 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号

[指] 米衛ちひろ 小児科 鹿児島大学医学部小児科 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8-35-1

[指] 田中滋也 脳外科 田中脳神経外科クリニック 鹿児島県鹿児島市山之口町1-30第10川北ﾋﾞﾙ3F

[指] 山田康一郎 精神科 やまだメンタルクリニック 鹿児島県鹿児島市加治屋町13-3-3F

[指] 上津原甲一 脳外科 鹿児島市立病院脳神経外科 鹿児島県鹿児島市加治屋町20-17

[指] 松藤まゆみ 小児科 鹿児島市立病院小児科 鹿児島県鹿児島市加治屋町20-17

[指] 田中達也 脳外科 徳田脳神経外科病院　てんかん外来 鹿児島県鹿屋市打馬1-11248-1

有田和徳 脳外科 出水郡医師会広域医療センター　脳神経外科 鹿児島県阿久根市赤瀬川4513

泊　祐美 脳外科 鹿児島県立大島病院 鹿児島県奄美市名瀬真名津町18-1

沖縄県

[指] 大府正治 小児科 医)泰成会　和花クリニック 沖縄県うるま市字江州135-5 １階

[指] 髙木俊輔 精神科 サマリア人病院 沖縄県島尻郡南風原町新川460

[指] 松浦雅人 精神科 田崎病院 沖縄県那覇市字松川319

[指] 前川敏彦 精神科 医）天仁会　天久台病院 沖縄県那覇市天久1123

[指] 渡辺裕貴 精神科 医）天仁会　天久台病院 沖縄県那覇市天久1123

[指] 大見　剛 小児科 かいせいクリニック 沖縄県那覇市宮城1-18-1　3F

[指] 饒波正博 脳外科 沖縄赤十字病院　脳神経外科  沖縄県那覇市与儀1-3-1

[指] 廣中浩平 脳外科 沖縄赤十字病院　脳神経外科 沖縄県那覇市与儀1-3-1

[指] 比屋根真彦 小児科 沖縄赤十字病院 小児科  沖縄県那覇市与儀1-3-1

仲村貞郎 小児科 琉球大学医学部付属病院小児科 沖縄県中頭郡西原町上原207

海外

吉冨晋作 小児科 ジャパン グリーンクリニック Singapore

[指] 村上博淳 脳外科

[指] てんかん専門医指導医


