
一般社団法人日本神経内視鏡学会技術認定医一覧 （2020年12月1日現在）

認定医番号 氏名 所属

06-NE-001 堀　智勝 東京脳神経センター病院

06-NE-009 嘉山　孝正 山形大学医学部先進がん医学講座

06-NE-010 髙橋　義男　 とまこまい脳神経外科　

06-NE-012 伊達　裕昭　 季美の森リハビリテーション病院

06-NE-015 岡　一成 麻生飯塚病院

06-NE-018 大平　貴之　 慶應義塾大学医学部脳神経外科

06-NE-019 加藤　庸子　 藤田医科大学ばんたね病院脳神経外科 

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

06-NE-022 甲村　英二　 神戸大学医学部脳神経外科

06-NE-023 重田　裕明　 長野県立こども病院脳神経外科

06-NE-024 白石　俊隆　 愛せる母・スピリチュアルクリニック

06-NE-026 三木　保 東京医科大学医療の質・安全管理学講座

06-NE-027 稲垣　隆介　 茨城県立こども病院脳神経外科

06-NE-030 喜多村　孝幸 五反田リハビリテーション病院

06-NE-031 齋藤　清　 福島県立医科大学脳神経外科学講座

06-NE-032 森　宏　 三之町病院

06-NE-033 森田　明夫　 日本医科大学脳神経外科

06-NE-036 木内　博之　 山梨大学医学部脳神経外科

06-NE-037 高野　晋吾　 筑波大学医学医療系脳神経外科

06-NE-038 中瀬　裕之　 奈良県立医科大学脳神経外科

06-NE-040 師田　信人　 北里大学医学部脳神経外科

06-NE-041 八巻　稔明　 KKR札幌医療センター脳神経外科

06-NE-042 姜　裕　 大野記念病院脳神経外科 

06-NE-044 隅田　昌之　 広島赤十字・原爆病院脳神経外科

06-NE-045 深澤　誠司　 静岡市立静岡病院脳神経外科

06-NE-046 松村　憲一　 医療法人誠光会　草津総合病院

06-NE-047 宮嶋　雅一　 順天堂東京江東高齢者医療センター脳神経外科

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

06-NE-050 市橋　鋭一　 中東遠総合医療センター脳神経外科

06-NE-051 伊達　勲　 岡山大学大学院脳神経外科

06-NE-053 中林　規容　 市立四日市病院　脳神経外科

06-NE-054 布施　孝久　 公立福生病院脳神経外科

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

06-NE-056 御任　明利　 牧野記念病院　脳神経外科

06-NE-057 池田　尚人　 昭和大学江東豊洲病院脳神経外科

06-NE-058 岡　秀宏　 北里大学メディカルセンター

06-NE-060 川俣　貴一　 東京女子医科大学脳神経外科
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06-NE-061 田村　陽史　 田村医院

06-NE-062 妻沼　到　 ブレインクリニック妻沼

06-NE-063 中尾　直之　 和歌山県立医科大学脳神経外科

06-NE-064 山根　文孝　 帝京大学医学部脳神経外科 

06-NE-065 赤井　卓也　 富山大学医学部脳神経外科

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

06-NE-067 永島　博　 医療法人社団協友会　東川口病院

06-NE-068 村井　尚之　 千葉県済生会習志野病院脳神経外科

06-NE-073 富永　篤　 県立広島病院脳神経外科・脳血管内治療科

06-NE-074 永谷　哲也　 名古屋第二赤十字病院脳神経外科

06-NE-075 名取　良弘　 （株）麻生飯塚病院脳神経外科

06-NE-076 和田　淳　 東京医科大学医療の質・安全管理学分野

06-NE-078 内山　卓也　 近畿大学医学部　脳神経外科

06-NE-079 纐纈　直樹　 公立陶生病院　脳神経外科

06-NE-080 佐藤　慎哉　 山形大学医学部　脳神経外科

06-NE-081 鈴木　伸一　 すずき脳神経外科クリニック

06-NE-082 妹尾　誠　 函館脳神経外科病院

06-NE-083 西原　哲浩　 内科・脳神経外科　西原クリニック

06-NE-084 林　央周　 静岡県立静岡がんセンター脳神経外科

06-NE-085 安斉　公雄　 札幌秀友会病院

06-NE-086 石原　正一郎 埼玉石心会病院　脳神経外科

06-NE-088 関　隆史　 コスモ脳神経外科

06-NE-091 矢野　茂敏　 医療法人光川会　福岡脳神経外科病院

06-NE-092 田島　篤　 臼杵病院

06-NE-094 各務　宏　 済生会横浜市東部病院　脳神経外科

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

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

06-NE-097 露口　尚弘　 近畿大学医学部　脳神経外科

06-NE-098 西山　健一 新潟県厚生連新潟医療センター脳神経外科

06-NE-099 野村　貞宏 山口大学医学部脳神経外科

06-NE-100 浜田　秀雄　 市立砺波総合病院脳神経外科 

06-NE-101 松下　芳太郎　 自衛隊中央病院脳神経外科

06-NE-102 渡部　剛也　 自治医科大学付属さいたま医療センター　脳神経外科

06-NE-104 大江　直行　 岐阜大学医学部脳神経外科

06-NE-105 木附　宏　 戸田中央総合病院脳神経外科

06-NE-106 德重　一雄　 埼玉石心会病院低侵襲脳神経センター

06-NE-107 中野　高広　 中野脳神経外科・総合内科クリニック
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06-NE-108 内藤　博道　 船橋市立医療センター　脳神経外科

06-NE-109 岩田　真治　 愛媛県立中央病院脳神経外科

06-NE-110 大谷　直樹　 日本大学病院脳神経外科

06-NE-111 田原　重志　 日本医科大学脳神経外科

06-NE-112 藤井　本晴　 東京臨海病院　脳神経外科

06-NE-113 前田　憲幸　 中京病院　脳神経外科

06-NE-114 松浦　伸樹　 函館新都市病院脳神経外科

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

06-NE-117 石井　映幸　 ふれあい鶴見ホスピタル

06-NE-118 上野　泰　 神鋼記念病院脳神経外科

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

06-NE-121 辛　正廣　 東京大学医学部脳神経外科

06-NE-122 中澤　和智　 加納総合病院脳神経外科

06-NE-123 中嶋　千也　 神戸掖済会病院脳神経外科

06-NE-124 藤本　康倫　 大阪労災病院　脳神経外科

06-NE-125 倉本　晃一　 地方独立行政法人　大牟田市立病院

06-NE-126 市川　晴久　 愛媛県立中央病院脳神経外科

06-NE-127 内門　久明　 うちかど脳神経外科クリニック

06-NE-129 吉村　淳一　 長野赤十字病院脳神経外科

06-NE-130 大山　健一　 帝京大学医学部脳神経外科

06-NE-131 新　靖史　 大阪警察病院脳神経外科

06-NE-132 陶山　大輔　 府中恵仁会病院脳神経外科

06-NE-133 中島　伸幸　 東京医科大学脳神経外科

06-NE-134 平本　準　 サンライズ酒井病院脳神経外科

06-NE-135 梅村　公子　 徳島大学病院　リハビリテーション部

06-NE-136 齋藤　太一　 広島大学医学部脳神経外科

06-NE-137 杉山　達也　 昭和大学医学部脳神経外科 

06-NE-138 高須　俊太郎　 名古屋第二赤十字病院脳神経外科

06-NE-139 中島　円　 順天堂大学医学部脳神経外科

06-NE-140 渡邉　督　 愛知医科大学脳神経外科

06-NE-141 四宮　あや　 JHCOりつりん病院　脳神経外科

07-NE-003 佐藤　雅春　 宝塚リハビリテーション病院

07-NE-004 山城　勝美　 沖縄赤十字病院　脳神経外科  

07-NE-006 中村　恒夫　 済生会若草病院　脳神経外科

07-NE-008 久門　良明　 和昌会貞本病院　先制医療研究センター

07-NE-009 鈴木　倫保　 山口大学医学部脳神経外科

07-NE-010 東　壮太郎　 恵寿総合病院　脳神経外科
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07-NE-011 山上　達人　 京都きづ川病院　脳卒中・神経疾患センター脳神経外科

07-NE-014 樋口　敏宏　 明治国際医療大学脳神経外科

07-NE-015 青木　伸夫　 湘南東部総合病院　脳神経外科

07-NE-016 程塚　明　 医療法人横浜平成会　平成横浜病院

07-NE-017 藺藤　順　 国立病院機構八戸病院脳神経外科

07-NE-018 杉野　文彦　 蒲郡市民病院脳神経外科

07-NE-019 濱崎　公順　 稚内禎心会病院脳神経外科

07-NE-020 今西　智之　 川崎市立川崎病院　脳神経外科

07-NE-021 大上　史朗　 愛媛県立中央病院脳卒中センター脳神経外科

07-NE-023 松原　年生　 三重大学医学部脳神経外科

07-NE-024 松前　光紀　 東海大学医学部外科学系脳神経外科学　

07-NE-025 山田　晋也　 久我山病院脳神経外科

07-NE-026 秋山　克彦　 新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院

07-NE-027 加賀　明彦　 大分県厚生連鶴見病院脳神経外科

07-NE-029 徳山　勤　 静岡赤十字病院　脳神経外科

07-NE-030 西野　繁樹　 広島市立広島市民病院　脳神経外科

07-NE-031 南田　善弘　 社会医療法人寿会　富永病院

07-NE-032 小澤　常徳　 三之町病院脳神経外科

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

07-NE-034 玉置　正史　 武蔵野赤十字病院　脳神経外科

07-NE-035 戸田　正博　 慶應義塾大学医学部脳神経外科

07-NE-037 相原　徳孝　 名古屋市立大学医学部脳神経外科

07-NE-038 堀　康太郎　 塩川病院三重ガンマナイフセンター

07-NE-039 上野　恵　 芳珠記念病院脳神経外科

07-NE-040 川村　強　 八戸市立市民病院　脳神経外科

07-NE-041 高玉　真　 老年病研究所附属病院　脳神経外科

07-NE-042 松尾　孝之　 長崎大学医学部脳神経外科

07-NE-043 山田　正彦　 鹿児島市立病院　脳神経外科

07-NE-044 北井　隆平　 福井大学医学部脳脊髄神経外科

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

07-NE-046 三ッ橋　茂雄　 千葉メディカルセンター脳神経外科

07-NE-047 稲葉　真　 済生会横浜市東部病院脳神経外科

07-NE-048 佐久間　潤　 福島県立医科大学脳神経外科

07-NE-049 林　康彦　 金沢医科大学脳神経外科

07-NE-052 栗原　淳　 埼玉県立小児医療センター　脳神経外科

07-NE-053 黒島　義明　 日野市立病院脳神経外科

07-NE-054 阪上　義雄　 兵庫県立淡路医療センター脳神経外科  　　　　
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07-NE-055 田渕　貞治　 鳥取県立中央病院脳神経外科

07-NE-056 埜中　正博　 関西医科大学脳神経外科 

07-NE-057 松井　利浩　 姫路中央病院

07-NE-058 松澤　源志　 横浜市立市民病院

07-NE-060 米岡　有一郎　 新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センター・魚沼基幹病院

07-NE-061 藍原　康雄　 東京女子医科大学　脳神経外科

07-NE-062 三上　毅　 札幌医科大学脳神経外科

07-NE-063 村上　謙介　 青森県立中央病院　脳神経外科

07-NE-064 若林　健一　 豊橋市民病院脳神経外科

07-NE-065 大田　慎三　 脳神経センター　大田記念病院

07-NE-066 小野　成紀　 川崎医科大学脳神経外科2

07-NE-067 片岡　大治　 国立循環器病研究センター脳神経外科

07-NE-068 林　拓郎　 東京医療センター脳神経外科

07-NE-069 福島　匡道　 東京曳舟病院　脳神経外科

07-NE-070 藤村　幹　 広南病院脳神経外科

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

07-NE-072 岡　英輝　 済生会滋賀県病院脳神経外科

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

07-NE-074 菅井　努　 山形県立中央病院　脳神経外科

07-NE-075 中川　享　 大阪府済生会吹田病院脳神経外科

07-NE-076 野中　雄一郎　 東京慈恵会医科大学総合母子健康医療センター小児脳神経外科

07-NE-077 林　重正　 春日井市民病院脳神経外科 

07-NE-078 丸山　啓介　 杏林大学医学部脳神経外科

07-NE-079 吉田　光宏　 市立四日市病院　脳神経外科

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

07-NE-081 佐藤　元美　 六輪病院

07-NE-082 杉山　一郎　 稲城市立病院脳神経外科

07-NE-083 高橋　麻由　 石鎚会田辺中央病院脳神経外科 

07-NE-084 青木　美憲　 済生会横浜市南部病院脳神経外科 

07-NE-085 香川　尚己　 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科

07-NE-086 香畑　智彦　 河畔病院脳神経外科

07-NE-087 迫口　哲彦　 県立広島病院脳神経外科・脳血管内治療科

07-NE-089 深見　真二郎　 東京医科大学脳神経外科

07-NE-090 竹井　麻生　 子安脳神経外科クリニック

07-NE-091 渡邉　隆之　 豊川市民病院脳神経外科

08-NE-001 角南　兼朗　 おゆみの中央病院

08-NE-002 長谷川　光広　 藤田医科大学医学部脳神経外科
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08-NE-003 森岡　隆人　 福岡市立こども病院脳神経外科

08-NE-004 梶原　浩司　 宇部西リハビリテーション病院　脳神経外科

08-NE-005 継　仁　 福岡赤十字病院脳神経外科

08-NE-006 西崎　隆文　 宇部興産中央病院　脳神経外科

08-NE-007 矢﨑　貴仁　 医療法人社団仁明会 秋山脳神経外科病院

08-NE-008 大山　憲治　 松原徳洲会病院

08-NE-009 村松　正俊　 ほしみ脳神経外科

08-NE-010 中西　肇　 立正佼成会附属佼成病院脳神経外科

08-NE-011 石井　尚登　 順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科

08-NE-012 川瀬　司 藤田医科大学ばんたね病院脳神経外科  

08-NE-013 岡本　一也　 金沢医科大学脳神経外科

08-NE-014 下川　宣幸　 ツカザキ病院　脳神経外科

08-NE-015 田中　英夫　 愛媛県立新居浜病院脳神経外科

08-NE-016 大吉　達樹　 鹿児島大学脳神経外科

08-NE-018 渡邉　英昭　 愛媛大学大学院医学研究科脳神経外科学

08-NE-019 庄野　禎久　 原三信病院脳神経外科

08-NE-020 長田　秀夫　 彩の国東大宮メディカルセンター脳神経外科

08-NE-021 齊木　雅章　 大津赤十字病院脳神経外科

08-NE-022 野田　伸司　 中濃厚生病院脳神経外科

08-NE-023 中尾　保秋　 順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科

08-NE-025 原　一志　 盛岡市立病院

08-NE-026 善本　晴子　 森山記念病院　脳神経外科

08-NE-027 一ノ瀬　誠　 新武雄病院脳神経外科

08-NE-029 住井　利寿　 生長会　ベルピアノ病院

08-NE-030 渡部　彩子 中部ろうさい病院

08-NE-031 天野　耕作　 東京女子医科大学脳神経外科

08-NE-032 有馬　徹　 岡崎市民病院　脳神経外科

08-NE-033 中村　歩希　 聖マリアンナ医科大学脳神経外科

08-NE-034 石井　雄道　 東京慈恵会医科大学脳神経外科

08-NE-036 久下　淳史　 山形市立病院済生館脳卒中センター

08-NE-037 白神　俊祐　 金沢医科大学　脳神経外科

08-NE-038 川上　理　 京都医療センター　脳神経外科

08-NE-039 小松　文成　 太田脳神経外科医院

08-NE-040 下地　一彰　 順天堂大学医学部脳神経外科

08-NE-041 菅原　貴志　 東京医科歯科大学　脳神経外科

08-NE-042 谷　正一　 天理よろづ相談所病院　脳神経外科

08-NE-043 渡辺　剛史　 湘南鎌倉総合病院脳神経外科
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08-NE-044 内田　和孝　 兵庫医科大学脳神経外科

08-NE-045 竹内　裕喜　 東名古屋病院　脳神経外科

08-NE-046 黒﨑　邦和　 京都第一赤十字病院脳神経外科

08-NE-047 西田　南海子 北野病院脳神経外科

08-NE-048 長谷川　祐三　 千葉県がんセンター脳神経外科

09-NE-002 寺島　圭一　 中濃厚生病院　脳神経外科

09-NE-003 石崎　竜司　 静岡県立こども病院脳神経外科

09-NE-004 永松　謙一　 宮城病院脳神経外科

09-NE-006 河野　隆幸 久留米大学医学部脳神経外科

09-NE-007 深見　忠輝　 滋賀医科大学脳神経外科

09-NE-008 堀口　健太郎　 千葉大学医学部脳神経外科

09-NE-009 山中　祐路　 小田原市立病院脳神経外科

09-NE-010 平野　宏文　 医療法人厚生会　小原病院　脳神経外科

09-NE-011 岸田　悠吾　 名古屋第二赤十字病院脳神経外科

09-NE-012 西川　智文　 京都医療センター

09-NE-014 飯塚　宏　 医療法人済衆館　済衆館病院

09-NE-016 村田　浩人　 済生会松阪総合病院脳神経外科

09-NE-017 堀口　崇 慶應義塾大学医学部脳神経外科

09-NE-018 小柳　正臣　 兵庫県立尼崎総合医療センター　脳神経外科

09-NE-019 朴　永銖　 奈良県立医科大学脳神経外科

09-NE-020 松平　哲史　 十勝脳神経外科病院　脳神経外科

09-NE-021 芝　真人　 三重大学大学院医学系研究科脳神経外科

09-NE-022 加野　貴久　 安城更生病院脳神経外科

09-NE-023 八ツ繁　寛 災害医療センター

09-NE-024 荒川　芳輝　 京都大学大学院医学研究科脳神経外科

09-NE-025 宮北　康二　 国立がん研究センター中央病院

09-NE-026 秋山　幸功 　 札幌医科大学脳神経外科

09-NE-027 峯　裕　 済生会横浜市東部病院脳神経外科 

09-NE-028 中久木　卓也　 京都桂病院

09-NE-030 相見　有理 市立四日市病院脳神経外科

09-NE-031 佐野　貴則　 伊勢赤十字病院脳神経外科

09-NE-032 國枝　武治　 愛媛大学大学院医学系研究科脳神経外科学

09-NE-034 和田　司　 盛岡赤十字病院脳神経外科

09-NE-035 西岡　宏　 虎の門病院間脳下垂体外科

09-NE-036 山崎　貴明　 函館脳神経外科病院

09-NE-037 西村　泰彦　 和歌山向陽病院脳神経外科脊椎脊髄外科センター

09-NE-038 篠田　正樹　 立川病院
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09-NE-041 森山　一洋　 厚地脳神経外科病院

09-NE-042 友杉　哲三　 福岡新水巻病院脳神経外科

09-NE-043 土井　亮　 中頭病院

09-NE-044 木村　俊運　 日本赤十字社医療センター

09-NE-046 辻　篤司　 滋賀医科大学脳神経外科

09-NE-047 廣瀬　雄一　 藤田医科大学医学部脳神経外科

09-NE-048 福井　崇人　 中村記念病院脳神経外科

10-NE-001 山本　哲哉　 横浜市立大学医学部脳神経外科

10-NE-002 三島　牧 川﨑市立川崎病院脳神経外科

10-NE-003 奥村　衣里子 中部労災病院　脳神経外科

10-NE-004 新阜　宏文　 上野総合市民病院

10-NE-005 市村　真也　 医療法人社団康久会　川崎中央クリニック

10-NE-006 松野　彰　 帝京大学医学部脳神経外科

10-NE-007 原田　敦子　 社会医療法人愛仁会　高槻病院

10-NE-008 宇津木　聡　 湘南藤沢徳州会病院脳神経外科

10-NE-010 三木　義仁　 多根総合病院　脳神経外科

10-NE-012 厚見　秀樹　 東海大学医学部外科学系脳神経外科学　

10-NE-013 佐藤　拓 福島県立医科大学脳神経外科

10-NE-014 松山　純子 　 総合南東北病院脳神経外科

10-NE-015 三輪　点　 慶應義塾大学医学部脳神経外科

10-NE-016 地藤　純哉　 京都市立病院脳神経外科

10-NE-018 秋山　武和　 秋山脳神経外科病院

10-NE-019 加藤　恭三　 刈谷豊田総合病院脳神経外科

10-NE-022 成高　平治　 江戸川病院脳神経外科

10-NE-023 山城　重雄　 済生会熊本病院脳神経外科

10-NE-024 西村　文彦　 奈良県立医科大学脳神経外科

10-NE-025 笹川　泰生　　 金沢大学脳神経外科

10-NE-026 久保　篤彦 ナーブ・ケア・クリニック

10-NE-027 細田　弘吉　 神戸市立西神戸医療センター 脳神経外科

10-NE-028 千葉　泰良　 大阪府立病院機構大阪母子医療センター

10-NE-029 木下　康之　 広島大学大学院医歯薬保健学研究科脳神経外科学

10-NE-031 太田　隆　 田中脳神経外科病院

10-NE-032 神宮字　伸哉　 富山県立中央病院　脳神経外科

10-NE-033 時女　知生　 関西メディカル病院

10-NE-035 田中　喜展　 さいたま市民医療センター

10-NE-037 新堂　敦　 高松赤十字病院脳神経外科

10-NE-038 山名　則和　 康生会武田病院　脳神経外科
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10-NE-039 奥田　武司　 近畿大学医学部附属病院脳神経外科

10-NE-040 原　秀　 静岡市立静岡病院脳神経外科

10-NE-041 齋藤　紀彦　 東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科

10-NE-042 阪本　大輔　 兵庫医科大学脳神経外科  

10-NE-043 小泉　寛之　 北里大学医学部脳神経外科 

10-NE-044 谷岡　大輔　 昭和大学 医学部 脳神経外科

10-NE-047 栗本　太志　 市立半田病院脳神経外科

10-NE-049 畑崎　聖二 三重大学医学部脳神経外科

10-NE-050 高野　昌平　 姫路赤十字病院　脳神経外科

10-NE-051 秋　達樹　 総合大雄会病院脳神経外科

11-NE-001 竹下　裕　 あづま脳神経外科病院

11-NE-002 鎌田　健作　 長崎あじさい病院

11-NE-003 横須賀　公彦　 小野病院脳神経外科

11-NE-004 阿久津　宣行　 兵庫県立こども病院脳神経外科

11-NE-005 竹林　成典 名古屋セントラル病院脳神経外科

11-NE-006 田中　良英　 横須賀共済病院脳神経外科 

11-NE-007 山本　浩隆 伊丹恒生脳神経外科病院脳神経外科

11-NE-009 木幡　一磨 医療法人社団美心会　黒沢病院

11-NE-010 前田　充秀　 福岡県済生会福岡総合病院

11-NE-012 太田　貴裕　 東京都立多摩総合医療センター脳神経外科

11-NE-013 津田　恭治　 筑波メディカルセンター病院

11-NE-014 吉本　幸司　 鹿児島大学脳神経外科

11-NE-015 田中　克浩　 三重中央医療センター脳神経外科

11-NE-016 喜多　大輔 公立能登総合病院脳神経外科

11-NE-017 井内　俊彦　 千葉がんセンター脳神経外科

11-NE-018 近藤　進　 京都リハビリテーション病院

11-NE-019 瀧　琢有　 関西労災病院脳神経外科

11-NE-020 鈴木　智成　 埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

11-NE-021 瀬野　利太　 愛媛県立中央病院脳神経外科

11-NE-022 武藤　淳　 藤田医科大学脳神経外科

11-NE-023 森田　幸太郎 桑名病院脳神経外科

11-NE-024 登坂　雅彦 群馬大学医学部脳神経外科

11-NE-025 藤田　浩二　 公立那賀病院脳神経外科

11-NE-026 保田　宗紀　 福岡東医療センター　脳神経外科

11-NE-027 藤尾　信吾 鹿児島大学医学部脳神経外科

11-NE-028 冨田　丈博 東京医科大学脳神経外科

11-NE-029 槇　英樹 大垣市民病院脳神経外科
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11-NE-030 上羽　哲也 高知大学医学部脳神経外科

11-NE-031 阿久津　博義 筑波大学医学医療系脳神経外科

11-NE-032 島野　裕史　 城山病院脳・脊髄・神経センター脳神経外科

11-NE-033 兼子　尚久　 昭和大学医学部リハビリテーション医学講座

11-NE-034 藍原　正憲 群馬大学医学部脳神経外科

11-NE-035 芳賀　整　 九州労災病院脳神経外科  

11-NE-036 藤巻　広也　 前橋赤十字病院脳神経外科

11-NE-037 坂田　清彦　 久留米大学医学部脳神経外科

11-NE-038 岡本　幸一郎 東京逓信病院脳神経外科 

11-NE-039 馬場　雄大 新さっぽろ脳神経外科病院

11-NE-040 朝日　稔 赤穂市民病院脳神経外科

11-NE-041 今村　博敏　 神戸市立医療センター中央市民病院

11-NE-043 久貝　宮仁 富永病院脳神経外科 

11-NE-044 河村　淳史　 兵庫県立こども病院脳神経外科

11-NE-045 石井　則宏　 新東京病院脳神経外科

11-NE-046 鰐渕　昌彦　 大阪医科大学脳神経外科学教室

11-NE-047 碓井　智 　 広島赤十字・原爆病院

12-NE-001 陶山　一彦　 長崎みなとメディカルセンター  脳神経外科

12-NE-002 辻　雅夫　 西宮協立リハビリテーション病院

12-NE-003 上原　久生　 潤和会記念病院脳神経外科

12-NE-004 石川　眞実 立川病院脳神経外科

12-NE-005 影治　照喜　 徳島県立海部病院　脳神経外科

12-NE-006 黒﨑　雅道　 鳥取大学医学部脳神経外科

12-NE-007 小野　恭裕　 香川県立中央病院脳神経外科

12-NE-008 秀　拓一郎　 北里大学医学部　脳神経外科

12-NE-009 一ッ松　勤　　 新古賀病院脳卒中脳神経センター脳神経外科

12-NE-010 山田　昌興  帝京大学医学部附属溝口病院　脳神経外科 

12-NE-012 加藤　美穂子　 あいち小児保健医療総合センター　脳神経外科

12-NE-013 西尾　雅実　 市立豊中病院脳神経外科

12-NE-014 河島　雅到　　 国際医療福祉大学三田病院　脳神経外科

12-NE-015 篠田　純　 永寿総合病院　脳神経外科

12-NE-016 田中　洋次　 東京医科歯科大学脳神経外科

12-NE-017 長嶺　知明　 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

12-NE-019 福島　崇夫　 高島平中央総合病院脳神経外科

12-NE-020 石川　敏仁　 枡記念病院脳神経外科

12-NE-021 荻原　雅和　 山梨大学医学部脳神経外科

12-NE-023 大澤　弘勝　 津島リハビリテーション病院
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12-NE-024 秋山　武紀　 慶應義塾大学医学部脳神経外科

12-NE-025 鷺内　隆雄　 イムス富士見総合病院脳神経外科

12-NE-026 長久　伸也　 トヨタ記念病院脳神経外科

12-NE-027 新田　直樹 滋賀医科大学脳神経外科

12-NE-028 藤本　礼尚 社会福祉法人聖隷福祉事業団　総合病院聖隷浜松病院

12-NE-030 白川　学　 兵庫医科大学脳神経外科

12-NE-031 高砂　浩史　 聖マリアンナ医科大学脳神経外科

12-NE-033 池田　直廉　 大阪医科大学脳神経外科

12-NE-034 織田　雅　 日本赤十字社大津赤十字病院　脳神経外科

12-NE-035 黒田　雄三　 加納総合病院

12-NE-036 野田　昌幸 横浜新緑総合病院 

12-NE-038 藤原　聡 愛媛県立中央病院

12-NE-039 北島　静　 河北総合病院脳卒中センター脳神経外科

12-NE-040 横井　俊浩　 滋賀医科大学脳神経外科

12-NE-042 池上　史郎　 千葉大学医学部脳神経外科

12-NE-043 遠藤　俊毅 東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野

12-NE-045 河合　拓也　 小山記念病院脳神経外科

12-NE-046 秋葉　大輔　 潤和会記念病院脳神経外科

12-NE-047 川﨑　宏一郎　 千葉県立佐原病院脳神経外科

12-NE-048 黒木　香行　 桑名市総合医療ｾﾝﾀｰ 

12-NE-049 黒住　和彦　 浜松医科大学脳神経外科

12-NE-050 小林　智行　 兵庫医科大学救急災害医学講座

12-NE-051 福原　紀章　 虎ノ門病院間脳下垂体外科

12-NE-052 松本　佳久　 聖マリア病院　脳神経外科

12-NE-053 圓尾　知之　 大手前病院脳神経外科

12-NE-054 籾井　泰朋  大分大学附属病院脳神経外科

12-NE-055 森　康輔　 市立豊中病院

12-NE-056 森　良介　 東京慈恵会医科大学脳神経外科

12-NE-057 井上　浩平 佐賀大学医学部脳神経外科

12-NE-059 箸方　宏州　 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

13-NE-002 中原　功策　 京都久野病院脳神経外科リハビリテーション科

13-NE-003 山口　崇　 自治医科大学脳神経外科

13-NE-004 安達　淳一　 埼玉医科大学国際医療センター脳脊髄腫瘍科

13-NE-005 石原　雅行 栃木医療センター脳神経外科

13-NE-006 西原　賢在　 神戸市立西神戸医療センター脳神経外科

13-NE-008 枡井　勝也　 南奈良総合医療センター脳神経外科

13-NE-009 林　俊哲　 東北医科薬科大学脳神経外科
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13-NE-010 宮城　尚久 済生会八幡会総合病院脳神経外科

13-NE-011 安部　洋 福岡大学医学部脳神経外科

13-NE-012 豊岡　輝繁　 防衛医科大学校脳神経外科

13-NE-013 野下　展生　 さいたま赤十字病院脳神経外科

13-NE-014 石橋　謙一　 大阪市立総合医療センター脳神経外科

13-NE-015 堀口　聡士　 市立長浜病院脳神経外科

13-NE-016 前田　善久　 まえだ脳神経外科

13-NE-017 山田　修一 奈良県立医科大学脳神経外科 

13-NE-020 本間　敏美　 王子総合病院脳神経外科

13-NE-021 石垣　共基　 伊勢赤十字病院

13-NE-022 大重　英行　 萱島生野病院

13-NE-023 小菊　実　 横浜新緑総合病院脳神経センター脳神経外科

13-NE-024 松田　真秀　 筑波大学医学医療系脳神経外科

13-NE-025 室井　愛　 筑波大学医学医療系脳神経外科

13-NE-026 大橋　洋輝　 東京慈恵会医科大学脳神経外科

13-NE-027 岡本　浩昌  唐津赤十字病院脳神経外科

13-NE-028 小泉　慎一郎　 浜松医科大学脳神経外科

13-NE-029 大澤　成之　 大澤脳神経・内科・歯科クリニック

13-NE-030 長崎　弘和　 川崎幸病院　脳神経外科

13-NE-031 吉岡　裕樹　 鳥取県立中央病院脳神経外科

13-NE-032 下髙　一徳　 大分県立病院

13-NE-034 佐野　正和　 新潟大学脳研究所脳神経外科

13-NE-035 亀田　雅博　 岡山大学大学院脳神経外科

13-NE-037 北村　洋平 東京都済生会中央病院脳神経外科

13-NE-039 黒﨑　義隆　 倉敷中央病院脳神経外科

13-NE-040 坂　真人　 黒川病院　脳神経外科

13-NE-041 杉野　寿哉　 札幌医科大学脳神経外科

13-NE-042 竹内　和人　 名古屋大学医学部脳神経外科

13-NE-043 松本　敦仁　 マツダ病院脳神経外科

13-NE-044 石渡　規生　 中村記念病院　脳神経外科

13-NE-045 髙橋　奈都　 苑田会リハビリテーション病院

13-NE-047 根木　宏明　 埼玉県立循環器・呼吸器病センター　脳神経センター

13-NE-048 江口　盛一郎　 東京女子医科大学脳神経外科

13-NE-049 大塚　邦紀　 東京医科大学八王子医療センター

13-NE-050 辻本　真範　 土岐市立総合病院

13-NE-051 吉岡　史隆　 佐賀大学医学部脳神経外科

13-NE-052 李　英彦　 蘇生会総合病院脳神経外科
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13-NE-053 湧田　尚樹　 福岡大学病院　脳神経外科

14-NE-002 大熊　洋揮　 弘前大学大学院医学研究科脳神経外科学講座

14-NE-003 大賀　優　 国立病院機構千葉医療センター脳神経外科

14-NE-004 小林　正人　 埼玉医科大学病院脳神経外科

14-NE-005 中井　完治　 行徳総合病院脳神経外科  

14-NE-006 中村　明義　 平塚市民病院脳神経外科

14-NE-007 阿部　竜也　 佐賀大学医学部脳神経外科

14-NE-009 平井　久雄　 湖東記念病院脳神経外科

14-NE-010 波多野　寿　 名古屋第一赤十字病院脳神経外科

14-NE-011 柿澤　幸成　 諏訪赤十字病院脳神経外科

14-NE-012 小林　浩之　　 柏葉脳神経外科病院

14-NE-013 昆　博之 浜松市リハビリテーション病院

14-NE-014 野中　将　 福岡大学医学部脳神経外科

14-NE-015 岡田　満夫 虎の門病院間脳下垂体外科 

14-NE-016 横山　高玲　 平塚共済病院

14-NE-017 石川　栄一　 筑波大学医学医療系脳神経外科

14-NE-018 小川　大二　 矢木脳神経外科病院

14-NE-020 植田　良　 慶應義塾大学医学部　脳神経外科

14-NE-021 丹下　祐一　 順天堂大学医学部脳神経外科

14-NE-022 林　修司　 白十字病院脳神経外科

14-NE-023 篠島　直樹　 熊本大学医学部脳神経外科

14-NE-024 津田　宏重　 北斗病院

14-NE-025 服部　剛典　 久留米大学医学部脳神経外科

14-NE-027 山中　巧　 京都府立医科大学脳神経外科

14-NE-028 大西　広一　 鹿児島市立病院救急科

14-NE-029 荻原　英樹 国立成育医療研究センター脳神経外科 

14-NE-030 溝渕　佳史　 徳島大学医学部脳神経外科

14-NE-031 久須美　真理　 北里大学メディカルセンター脳神経外科

14-NE-034 吉田　俊 横須賀市民病院

14-NE-035 荒木　芳生 名古屋大学医学部脳神経外科

14-NE-036 荻原　利浩　 信州大学医学部脳神経外科

14-NE-037 芝本　和則　 笹生病院脳神経外科

14-NE-038 村岡　賢一郎　 広島市立広島市民病院脳神経外科

14-NE-039 山口　玲　 群馬大学医学部脳神経外科

14-NE-040 緒方　敦之　　 佐賀大学医学部脳神経外科

14-NE-041 高安　武志　 広島大学医学部脳神経外科

14-NE-042 永尾　征弥　 市立御前崎総合病院脳神経外科
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14-NE-044 溝上　泰一朗　 同愛会　副島病院

14-NE-045 志藤　里香 （公財）脳血管研究所　美原記念病院

14-NE-046 山尾　幸広　 京都大学医学部脳神経外科

14-NE-047 大澤　匡　 埼玉県立がんセンター脳神経外科

14-NE-048 平山　龍一　 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

14-NE-049 渡邉　丈博 三愛病院脳神経外科

14-NE-050 北川　雅史　 兵庫県立尼崎総合医療センター脳神経外科

14-NE-051 石原　興平　 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

14-NE-052 木島　裕介　 平山病院

14-NE-053 佐藤　祐介　 岡崎市民病院脳神経外科

14-NE-054 竹重　暢之　 久留米大学医学部脳神経外科

14-NE-055 西山　淳　 東海大学医学部外科学系脳神経外科学　 

14-NE-056 野村　亮太　 中村記念南病院

14-NE-057 御神本　雅亮　 中村記念病院脳神経外科

14-NE-058 森迫　拓貴　 大阪市立大学医学部脳神経外科

14-NE-059 大竹　安史 中村記念病院

14-NE-061 山口　将　 島原病院脳神経外科

15-NE-001 重森　裕　 福岡大学医学部脳神経外科

15-NE-003 瓜生　康浩　 横浜医療センター脳神経外科

15-NE-005 大塚　真司　 独立行政法人国立病院岩国医療センター 脳神経外科

15-NE-007 早瀨　睦　 福井赤十字病院脳神経外科

15-NE-008 中嶋　剛　 自治医科大学　脳神経外科

15-NE-009 木村　孝興 新百合ヶ丘総合病院脳神経外科 

15-NE-010 大枝　基樹　 トヨタ記念病院　脳神経外科

15-NE-011 毛利　元信 三重大学脳神経外科

15-NE-012 福田　真紀 高知医療センター脳神経外科

15-NE-013 広島　覚　 旭川医科大学脳神経外科

15-NE-014 土谷　大輔　 公立置賜総合病院脳神経外科 

15-NE-016 中居　永一　 高知大学医学部脳神経外科

15-NE-017 鈴木　健吾 王子総合病院

15-NE-019 佐藤　岳史 市立長浜病院脳神経外科

15-NE-020 斉藤　敦志 広南病院脳神経外科

15-NE-021 村井　保夫　 日本医科大学脳神経外科

15-NE-022 礒野　直史 東住吉森本病院脳神経外科

15-NE-024 山添　知宏 聖隷浜松病院脳神経外科

15-NE-025 波多野　武人 小倉記念病院

15-NE-026 菊地　亮吾　 平塚市民病院脳神経外科
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15-NE-027 丹原　正夫　 福島県立医科大学脳神経外科

15-NE-028 栗本　路弘　 名古屋大学医学部脳神経外科

15-NE-029 中戸川　裕一 聖隷浜松病院脳神経外科

15-NE-030 谷口　秀和　 四国こどもとおとなの医療センター脳神経外科

15-NE-031 清水　克悦　 昭和大学医学部脳神経外科

15-NE-033 初田　直樹　 京都市立病院

15-NE-034 山田　康博　 藤田医科大学ばんたね病院脳神経外科

15-NE-036 山本　洋平　 東京慈恵会医科大学第３病院脳神経外科

15-NE-037 馬場　胤典　 東海大学医学部外科学系脳神経外科学　

15-NE-038 福井　一生　 横浜栄共済病院　脳神経外科

15-NE-039 井上　大輔　 九州労災病院　脳神経外科

15-NE-040 中島　正之　 近江八幡市立総合医療センター脳神経外科

15-NE-041 安藤　亮　 千葉県こども病院脳神経外科

15-NE-043 神服　尚之　 国立病院機構埼玉病院脳神経外科

15-NE-044 木村　英仁　 神戸大学医学部脳神経外科

15-NE-045 景山　寛志 新久喜総合病院脳神経外科

15-NE-046 我那覇　司　 那覇市立病院 脳神経外科

15-NE-048 桝田　博之　 東邦大学医療センター大森病院脳神経外科

15-NE-053 神徳　亮介　 筑波大学医学医療系脳神経外科

15-NE-055 中西　克彦　 近畿中央病院　脳神経外科

15-NE-056 伊藤　美以子　 山形大学医学部脳神経外科

15-NE-057 立山　幸次郎 日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科

15-NE-058 藏本　智士　 香川県立中央病院脳神経外科

15-NE-059 若山　暁　 大阪脳神経外科病院

15-NE-061 中野　茂樹　 千葉県循環器病ｾﾝﾀｰ脳神経外科  

15-NE-062 中島　公平 徳島大学医学部脳神経外科

15-NE-064 川口　奉洋　 広南病院脳神経外科

15-NE-065 鈴木　孝典　 総合病院国保旭中央病院脳神経外科

15-NE-066 原　貴行 虎の門病院脳神経外科

15-NE-068 半田　明　 倉敷中央病院脳神経外科・脳卒中科

16-NE-001 堀越　徹 親和会西島病院脳神経外科

16-NE-002 岩瀬　正顕　 関西医科大学総合医療センター脳神経外科

16-NE-003 大坪　豊　 都立大塚病院脳神経外科

16-NE-004 荻原　浩太郎　 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター脳神経外科

16-NE-005 下川　尚子　 佐賀大学医学部附属病院脳神経外科

16-NE-006 加藤　俊一　 長岡中央綜合病院脳神経外科

16-NE-007 伊地　俊介 日本赤十字医療センター脳神経外科
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16-NE-008 川原　隆　 医療法人慈風会　厚地脳神経外科病院

16-NE-009 橋本　憲司　 市立岸和田市民病院

16-NE-010 井上　敬　 仙台医療センター脳神経外科

16-NE-011 浅野　研一郎　 弘前大学医学部脳神経外科

16-NE-012 川瀬　誠　 米沢市立病院　脳神経外科

16-NE-013 籬　拓郎　 県立広島病院脳神経外科

16-NE-014 真栁　圭太　 済生会宇都宮病院脳神経外科

16-NE-015 髙橋　義信　 京都府立医科大学　脳神経外科

16-NE-016 谷﨑　義徳　 国際親善総合病院脳神経外科

16-NE-017 豊田　真吾　 関西労災病院脳神経外科

16-NE-018 三宅　啓介 香川大学医学部脳神経外科

16-NE-019 宮本　伸哉　 帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科

16-NE-020 押野　悟　 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

16-NE-021 村上　信哉　 福岡市立こども病院　脳神経外科

16-NE-022 横田　浩　 地方独立行政法人　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

16-NE-023 西　憲幸 大島郡医師会病院　脳神経外科

16-NE-024 伊香　稔　 医療法人社団如水会　今村病院脳神経外科

16-NE-025 井上　洋人 東住吉森本病院　脳神経外科

16-NE-026 大宅　宗一 埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

16-NE-027 金井　隆一　 永寿総合病院脳神経外科

16-NE-028 羽柴　哲夫　 関西医科大学脳神経外科

16-NE-029 林　之茂　 長崎県島原病院

16-NE-030 松永　成生　 横浜労災病院脳神経外科

16-NE-031 武田　裕　 大分大学医学部高度救命救急センター

16-NE-032 石原　隆太郎　 高島平中央総合病院脳神経外科

16-NE-033 小倉　丈司　 医療法人社団美心会黒沢病院

16-NE-034 齋藤　竜太　 東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野

16-NE-035 土屋　拓郎 鈴鹿中央総合病院脳神経外科

16-NE-036 毛利　渉　 かほく紅花クリニック

16-NE-037 渡邉　瑞也　 順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科

16-NE-038 市川　剛　 福島赤十字病院脳神経外科

16-NE-039 氏福　健太 長崎大学医学部脳神経外科

16-NE-040 郭　樟吾　 脳神経外科東横浜病院

16-NE-041 児玉　邦彦　 小林脳神経外科病院

16-NE-042 田中　將太　 東京大学医学部脳神経外科

16-NE-043 田村　郁 東京医科歯科大学脳神経外科

16-NE-044 中野　良昭　 産業医科大学脳神経外科
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16-NE-045 松本　洋明　 吉田病院脳神経外科

16-NE-046 君和田　友美　 宮城県立こども病院脳神経外科

16-NE-047 近藤　浩　 県立広島病院脳神経外科

16-NE-048 武田　純一　 関西医科大学附属枚方病院脳神経外科

16-NE-049 田中　雅樹　 脳神経外科　ブレインピアひたちなか

16-NE-050 中原　由紀子　　 佐賀大学医学部附属病院脳神経外科

16-NE-051 西山　悠也　 藤田医科大学脳神経外科

16-NE-052 廣田　晋 土浦協同病院脳神経外科

16-NE-053 松下　展久　 高知赤十字病院脳神経外科

16-NE-054 松森　隆史 聖マリアンナ医科大学脳神経外科

16-NE-055 峰晴　陽平　 京都大学大学院医学研究科脳神経外科

16-NE-056 小川　大輔　 香川大学医学部脳神経外科

16-NE-057 嵯峨　伊佐子　 さいたま市立病院脳神経外科

16-NE-058 武石　剛　 宮崎大学医学部脳神経外科

16-NE-059 山本　邦厚　　 独立行政法人総合病院国保旭中央病院

16-NE-060 吉村　弥生　 滋賀医科大学脳神経外科

16-NE-061 小松　克也 札幌医科大学医学部脳神経外科

16-NE-062 中井　友昭　 神戸大学医学部附属病院脳神経外科

16-NE-063 松尾　州佐久　 中東遠総合医療センター脳神経外科

16-NE-064 宮田　五月 自治医科大学脳神経外科

16-NE-065 谷地　一成　　 高島平中央総合病院脳神経外科

16-NE-066 川西　裕　 高知大学医学部脳神経外科

16-NE-067 山田　哲久　 （株）麻生　飯塚病院救急科

16-NE-068 横矢　重臣　 恩賜財団　済生会滋賀県病院

16-NE-069 柴尾　俊輔　 足利赤十字病院

16-NE-070 松本　由香　 太田西ノ内病院　脳神経外科

16-NE-071 迎　伸孝　 九州大学大学院医学研究院脳神経外科

16-NE-072 植田　邦裕　 新小文字病院　脳神経外科

16-NE-073 岡野　淳 東京大学医学部附属病院脳神経外科

16-NE-074 小林　正芳 千葉大学医学部脳神経外科

16-NE-075 坂本　広喜　 東京医科大学病院

16-NE-076 前田　卓哉　 太田綜合病院附属太田西ノ内病院脳神経外科

16-NE-077 松本　政輝　 昭和大学医学部脳神経外科

16-NE-078 渡辺　正英　 横須賀共済病院脳神経外科

16-NE-079 浅田　玲緒尚　 三重大学医学部附属病院脳神経外科

16-NE-080 川村　大地　 東京慈恵会医科大学脳神経外科

16-NE-081 神野　崇生　 石岡循環器科脳神経外科病院
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16-NE-082 設楽　智史　 医療法人社団昴会　湖東記念病院　脳神経外科

16-NE-083 荒木　孝太　 汐田総合病院脳血管障害センター

16-NE-084 石坂　栄太郎　 日本医科大学脳神経外科

16-NE-085 加藤　晶人　 昭和大学病院救命救急センター

16-NE-086 原　拓真　 筑波大学医学医療系脳神経外科

16-NE-087 福留　賢二　 大西脳神経外科病院

16-NE-088 山室　俊　 日本大学医学部脳神経外科

16-NE-089 富永　禎弼　 板橋中央総合病院　脳神経外科

17-NE-001 山田　圭一　 矢木脳神経外科病院

17-NE-002 中島　義和　 堺市立総合医療センター脳神経外科

17-NE-003 近藤　礼　 山形市立病院済生館　脳神経外科

17-NE-004 溝上　達也 翠清会梶川病院　脳神経外科

17-NE-005 寺尾　聰　 東京都済生会中央病院

17-NE-006 後藤　剛夫　 大阪市立大学医学部脳神経外科

17-NE-007 谷川　元紀 名古屋市立大学医学部脳神経外科

17-NE-008 布村　克幸　 医療法人社団　豊友会　千歳豊友会病院

17-NE-009 丸屋　淳　 秋田赤十字病院脳神経外科

17-NE-010 三矢　幸一　 県立静岡がんセンター脳神経外科

17-NE-011 和田　直道　 諏訪赤十字病院脳神経外科

17-NE-012 出雲　剛　 長崎大学病院脳神経外科

17-NE-013 尾原　裕康　 順天堂大学医学部脳神経外科

17-NE-014 長谷川　秀　 熊本赤十字病院脳神経外科

17-NE-015 稲次　基希　 東京医科歯科大学脳神経外科

17-NE-016 黒川　龍　 獨協医科大学脳神経外科

17-NE-017 田畑　英史　 青森市民病院脳神経外科

17-NE-018 中山　則之　 岐阜大学医学部付属病院脳神経外科

17-NE-019 冨田　栄幸　 足利赤十字病院脳神経外科

17-NE-020 甲斐　康稔　 麻生飯塚病院脳神経外科

17-NE-021 鶴淵　隆夫　 筑波大学医学医療系脳神経外科

17-NE-022 西野　鏡雄 公立学校共済組合近畿中央病院脳神経外科

17-NE-023 香月　教寿　 高松赤十字病院脳神経外科

17-NE-024 河野　能久　 JAとりで総合医療センター脳神経外科

17-NE-025 田尻　征治　 国保水俣市立総合医療センター

17-NE-026 森脇　拓也　 船橋市立医療センター

17-NE-027 岡村　耕一　 小山記念病院

17-NE-028 神部　敦司 鳥取大学医学部附属病院脳神経外科

17-NE-029 壽美田　一貴　 東京医科歯科大学脳神経外科
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17-NE-030 永石　雅也　 獨協医科大学埼玉医療センター脳神経外科

17-NE-031 林　英樹　 田附興風会医学研究所北野病院　脳神経外科

17-NE-032 堀川　弘吏　 虎の門病院　脳神経外科

17-NE-033 綿谷　崇史　 川崎医科大学脳神経外科

17-NE-034 伊藤　裕 医仁会　武田総合病院

17-NE-035 杉本　正　 大阪急性期総合医療センター　脳神経外科

17-NE-036 田中　嘉隆　 岐阜市民病院　脳神経外科

17-NE-037 鳥飼　武司 中東遠総合医療センター

17-NE-038 松下　葉子　 畷生会脳神経外科病院　脳神経外科

17-NE-039 植田　裕　 宮崎県立延岡病院脳神経外科

17-NE-040 嶋　綾子　 湖東記念病院脳神経外科

17-NE-041 廣畑　倫生　 本郷脳神経外科

17-NE-042 古野　優一　 JCHO神戸中央病院脳神経外科

17-NE-043 影山　悠　 大阪労災病院　脳神経外科

17-NE-044 茂木　洋晃　 北海道大学医学部脳神経外科

17-NE-045 横山　洋平　 木更津東邦病院　整形外科・脳神経外科

17-NE-046 佐藤　俊輔 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

17-NE-047 佐藤　雄一　 岩手医科大学脳神経外科

17-NE-048 辻　俊幸　 秋田県立循環器・脳脊椎センター

17-NE-049 西本　陽央 近森病院　脳神経外科

17-NE-050 池田　宏之　 倉敷中央病院　脳神経外科

17-NE-051 岩楯　兼尚 福島県立医科大学　脳神経外科

17-NE-052 内田　賢一　 千葉徳洲会病院

17-NE-053 木村　友亮　 札幌医科大学脳神経外科学講座

17-NE-054 國廣　誉世　 大阪市立総合医療センター

17-NE-055 山本　大輔　 北里大学医学部脳神経外科

17-NE-056 新帯　一憲　 名古屋第二赤十字病院脳神経外科

17-NE-057 市村　佐衣子 永寿総合病院脳神経外科

17-NE-058 山本　高士　 小牧市民病院脳神経外科

17-NE-059 輪島　大介　 大浜第一病院脳神経外科

17-NE-060 千葉　謙太郎　 東京女子医科大学脳神経外科

17-NE-061 中川　祐　 済生会横浜市東部病院

17-NE-062 永田　雄一　 名古屋大学医学系研究科　脳神経外科 

17-NE-063 中村　大志 横浜市立大学附属市民総合医療センター　脳神経外科

17-NE-064 長谷川　洋敬　 東京大学医学部脳神経外科

17-NE-065 畑中　良　 杏林大学病院　脳神経外科

17-NE-066 藤井　教雄　 医療法人社団親和会西島病院
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17-NE-067 三島　弘之　 横須賀共済病院脳神経外科

17-NE-068 宮崎　裕子　 脳神経センター大田記念病院脳神経外科

17-NE-069 山本　真文　 久留米大学医学部脳神経外科

17-NE-070 木村　尚平　 東戸塚記念病院脳神経外科

17-NE-071 上月　暎浩　 筑波大学医学医療系脳神経外科

17-NE-072 後藤　芳明　 会津中央病院脳神経外科

17-NE-073 小林　広昌　 福岡大学医学部脳神経外科

17-NE-074 辛　寿全　 東船橋病院脳神経外科

17-NE-075 武部　軌良　 田附興風会医学研究所　北野病院脳神経外科

17-NE-076 秋　禎樹 JCHO中京病院

17-NE-077 福屋　章悟　 阪和記念病院　脳神経外科

17-NE-078 山本　泰永　 小林脳神経外科・神経内科病院

17-NE-079 吉田　陽一　 千葉大学医学部 脳神経外科

17-NE-080 内川　裕貴　 熊本大学脳神経外科

17-NE-081 川端　哲平　 大垣市民病院

17-NE-082 木野　弘善　 筑波大学医学医療系脳神経外科

17-NE-083 紀之定　昌則 倉敷中央病院

17-NE-084 小谷　有希子　 市立奈良病院　脳神経外科

17-NE-085 武井　淳　 富士市立中央病院脳神経外科

17-NE-086 田村　亮太　 慶應義塾大学医学部脳神経外科

17-NE-087 服部　裕次郎　 日本医科大学脳神経外科

17-NE-088 三木　浩一　 福岡大学医学部脳神経外科

18-NE-001 山田　正三 森山記念病院脳神経外科

18-NE-002 持田　英俊 総合病院国保旭中央病院

18-NE-003 山田　與徳　 大阪南医療センター脳神経外科

18-NE-004 浅岡　克行　 手稲渓仁会病院脳神経外科

18-NE-005 勝田　俊郎　 済生会唐津病院脳神経外科

18-NE-006 五十嵐　琢司　 千葉脳神経外科病院

18-NE-007 小嶋　篤浩　 さいたま市立病院脳神経外科

18-NE-008 南　浩昭　 吉田病院脳神経外科

18-NE-009 須崎　法幸　 名古屋医療センター脳神経外科

18-NE-010 林　悟 近森病院脳神経外科

18-NE-011 笹原　篤 山王病院脳神経外科

18-NE-012 小原　壮一　 小原病院

18-NE-013 永井　正一　 富山赤十字病院脳神経外科

18-NE-014 篠原　直樹　 ＨＩＴＯ病院

18-NE-015 津野　隆哉　 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
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18-NE-016 松浦　威一郎 千葉県救急医療センター脳神経外科

18-NE-017 三野　正樹　 白河厚生総合病院　脳神経外科

18-NE-018 天野　慎士　 磐田市立総合病院脳神経外科

18-NE-019 佐藤　裕　 松阪中央総合病院脳神経外科

18-NE-020 神田　佳恵　 蒲郡市民病院脳神経外科

18-NE-021 髙尾　哲郎 長岡赤十字病院脳神経外科

18-NE-022 大野　貴之 名古屋市立東部医療センター　脳神経外科

18-NE-023 小田　淳平　 札幌禎心会病院脳神経外科

18-NE-024 武村　有祐　 福岡大学筑紫病院脳神経外科 

18-NE-025 宇佐美　憲一 国立成育医療研究センター脳神経外科

18-NE-026 工藤　琢巳 彩の国東大宮メディカルセンター

18-NE-027 齋藤　健　 産業医科大学脳神経外科

18-NE-028 壷井　祥史　 石心会川崎幸病院脳血管センター 

18-NE-029 鳥居　正剛　 水戸ブレインハートセンター　脳神経外科

18-NE-030 平石　哲也 新潟大学脳研究所脳神経外科

18-NE-031 井上　賢　 東京歯科大学市川総合病院脳神経外科

18-NE-032 島田　志行 関西医科大学総合医療センター　脳神経外科

18-NE-033 竹下　朝規　 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

18-NE-034 丹治　正大　 京都大学医学部脳神経外科

18-NE-035 新妻　邦泰　 東北大学大学院医工学研究科神経外科先端治療開発学分野

18-NE-036 福光　龍　 神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

18-NE-037 圓若　幹夫　 JA愛知厚生連　豊田厚生病院

18-NE-038 横沢　路子　 岩手県立中央病院脳神経外科

18-NE-039 五百蔵　義彦 市立大津市民病院

18-NE-040 斉藤　克也　 足利赤十字病院脳神経外科

18-NE-041 松山　美智子　 那覇市立病院脳神経外科

18-NE-042 渡辺　茂樹　 置賜総合病院脳神経外科

18-NE-043 安藤　等　 東京都立広尾病院救命センター

18-NE-044 市川　恵　 東京医科大学茨城医療センター脳神経外科

18-NE-045 佐野　徳隆　 福井赤十字病院

18-NE-046 末廣　諭　 愛媛大学大学院医学系研究科脳神経外科学

18-NE-047 曽我部　周 徳島大学　脳神経外科

18-NE-048 土井　健人　 京都医療センター

18-NE-049 中村　太源　 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

18-NE-050 馬塲　庸平 大阪大学医学部脳神経外科

18-NE-051 船津　尭之 東京女子医科大学脳神経外科

18-NE-052 森谷　茂太 公立西知多総合病院脳神経外科
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18-NE-053 矢木　亮吉　 医療法人弘善会　矢木脳神経外科病院

18-NE-054 河村　彰乃 JA愛知厚生連　豊田厚生病院

18-NE-055 岡田　博史　 東京医科大学八王子医療センター

18-NE-056 河内　雅章　 香川県厚生連滝宮総合病院 脳神経外科

18-NE-057 田島　隼人　 半田市立半田病院脳神経外科

18-NE-058 寺本　紳一郎　 順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科

18-NE-059 藤城　高広　 第一東和会病院

18-NE-060 別府　幹也　 兵庫医科大学脳神経外科

18-NE-061 石田　穣治　 岡山大学大学院脳神経外科

18-NE-062 岩上　貴幸　 豊見城中央病院脳神経外科

18-NE-063 大西　晃平 大分大学医学部脳神経外科

18-NE-064 小林　裕介　 昭和大学医学部脳神経外科

18-NE-065 中条　公輔 大阪市立大学附属病院脳神経外科

18-NE-066 長谷川　貴俊　 総合犬山中央病院

18-NE-067 山本　悦子　 京都大学大学院医学研究科脳神経外科

18-NE-068 福永　貴典 医療法人医誠会　医誠会病院

18-NE-069 丸賀　庸平 社会医療法人　杏嶺会　一宮西病院

18-NE-070 安積　麻衣 徳島大学病院脳神経外科

18-NE-071 石川　隆之 一宮市立市民病院

18-NE-072 尾本　幸治 医真会八尾総合病院　脳神経センター

18-NE-073 川崎　敏生 京都大学医学部附属病院脳神経外科

18-NE-074 串原　義啓　 東京大学医学部附属病院

18-NE-075 鈴木　海馬　 埼玉医科大学国際医療センター　脳卒中外科

18-NE-076 竹村　光広　 高知医療センター脳神経外科

18-NE-077 中江　俊介　 藤田医科大学医学部脳神経外科

18-NE-078 長山　剛太 東京慈恵会医科大学脳神経外科

18-NE-079 平井　聡 川崎医科大学脳神経外科

18-NE-080 松岡　賢樹　 近森病院 脳神経外科

18-NE-081 三宅　勇平　 横浜市立大学附属病院

18-NE-082 梅原　徹 大阪大学医学部脳神経外科

18-NE-083 高　躍 千葉大学医学部脳神経外科

18-NE-084 川村　海渡　 順天堂大学医学部脳神経外科

18-NE-085 至田　洋一 奈良県立医科大学脳神経外科

18-NE-086 鈴木　恒平　　 産業医科大学脳神経外科

18-NE-087 永井　健太　 東京医科大学脳神経外科 

18-NE-088 樋渡　貴昭 川内市医師会立市民病院脳神経外科

18-NE-089 瀬戸口　大毅　 千葉県がんセンター脳神経外科
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18-NE-090 長田　優衣　 聖マリア病院脳神経外科

19-NE-001 淺田　英穂　 東京都済生会中央病院脳神経外科

19-NE-002 南出　尚人 金沢市立病院脳神経外科

19-NE-003 飯田　淳一　 大阪急性期・総合医療センター　脳神経外科

19-NE-004 武笠　晃丈　 熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学講座

19-NE-005 宮入　洋祐　 長野県立こども病院脳神経外科

19-NE-006 山本　淳考　 産業医科大学脳神経外科

19-NE-007 岩崎　正重　 静岡済生会総合病院　脳神経外科

19-NE-008 渡邉　孝　 宮崎大学医学部脳神経外科

19-NE-009 出井　勝　 北九州総合病院脳神経外科

19-NE-010 勝野　亮 湘南東部総合病院　脳神経外科　

19-NE-011 坂田　知宏 名古屋市立大学医学部脳神経外科

19-NE-012 上甲　眞宏 藤田医科大学　脳神経外科学

19-NE-013 空閑　太亮 九州大学大学院医学研究院脳神経外科

19-NE-014 高橋　雅道　 国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科

19-NE-015 百瀬　俊也　 青梅市立総合病院

19-NE-016 阿部　英治 永冨脳神経外科病院

19-NE-017 五十嵐　崇浩　 日本大学医学部脳神経外科

19-NE-018 大前　智也 大曲厚生医療センター脳神経外科

19-NE-019 齊藤　邦昭 杏林大学病院脳神経外科

19-NE-020 多喜　純也　 市立岸和田市民病院

19-NE-021 中村　公彦　 新潟市民病院 脳神経外科

19-NE-022 藤本　基秋 天理よろづ相談所病院　脳神経外科

19-NE-023 新居　浩平　 福岡大学筑紫病院脳神経外科

19-NE-024 古川　浩次　 済生会松山病院　脳神経外科

19-NE-025 井上　智夫　 仙台医療センター脳神経外科

19-NE-026 今井　正明　 東海大学医学部付属八王子病院脳神経外科

19-NE-027 工藤　健太郎　 順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経外科

19-NE-028 芝野　克彦　 医誠会病院脳神経外科 

19-NE-029 角　光一郎　 日本大学医学部脳神経外科

19-NE-030 竹本　将也 地域医療機能推進機構中京病院

19-NE-031 齋藤　実　 近江八幡市立総合医療センター

19-NE-032 藤田　智昭　 京都岡本記念病院

19-NE-033 山本　大輔 北播磨総合医療センター　脳神経外科

19-NE-034 上野　英明 順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科

19-NE-035 佐藤　充 横浜市立大学医学部附属病院脳神経外科

19-NE-036 篠原　禎雄　 平塚共済病院脳神経外科
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19-NE-037 鳥橋　孝一 鳥取大学医学部脳神経外科

19-NE-038 西川　渉　 中津脳神経外科病院

19-NE-039 宮腰　明典 静岡県立総合病院

19-NE-040 岡田　正康 新潟大学脳研究所脳神経外科学分野

19-NE-041 金谷　康平　 信州大学医学部附脳神経外科

19-NE-042 藤原　敏孝 徳島大学医学部脳神経外科

19-NE-043 岩田　盾也　 ナーブ・ケア・クリニック

19-NE-044 小川　隆弘　 市立福知山市民病院脳神経外科

19-NE-045 後藤　幸大 済生会滋賀県病院脳神経外科

19-NE-046 矢富　謙治 順天堂大学医学部脳神経外科

19-NE-047 江藤　朋子 大牟田市立病院

19-NE-048 木谷　知樹 大阪医療センター脳神経外科

19-NE-049 福田　信　 医療法人雄心会　青森新都市病院　脳神経外科

19-NE-050 松田　浩幸 大分大学医学部脳神経外科

19-NE-051 眞野　唯　 大原綜合病院

19-NE-052 南本　新也　 茨城西南医療センター病院　脳神経外科

19-NE-053 片山　耕輔 弘前大学大学院医学研究科脳神経外科学講座

19-NE-054 河野　まや　 東京都立小児総合医療センター

19-NE-055 島田　大輔 杏林大学医学部脳神経外科

19-NE-056 野﨑　俊樹 横浜新緑総合病院脳神経外科

19-NE-057 二村　元　 田附興風会医学研究所　北野病院　脳神経外科

19-NE-058 森永　裕介 筑波大学附属病院脳神経外科

19-NE-059 天本　宇昭 佐世保中央病院

19-NE-060 井筒　伸之 大阪大学附属病院脳神経外科

19-NE-061 玉井　雄大 国立国際医療研究センター

19-NE-062 永瀬　聡士　 済生会福岡総合病院脳神経外科

19-NE-063 広川　大輔 神奈川県立こども医療センター

19-NE-064 吉澤　将士　 前橋赤十字病院

19-NE-065 丸山　史晃 東京慈恵会医科大学脳神経外科

19-NE-066 旭山　聞昭　 中村記念病院脳神経外科

19-NE-067 尾市　雄輝　 京都大学医学部附属病院脳神経外科

19-NE-068 奥山　翼 東千葉メディカルセンター  脳神経外科

19-NE-069 小原　健太　 東京大学脳神経外科

19-NE-070 蠣崎　昭太　 東京慈恵会医科大学脳神経外科

19-NE-071 釜本　大 東京歯科大学市川総合病院脳神経外科

19-NE-072 北村　高之　 順天堂大学医学部附属静岡病院　脳神経外科

19-NE-073 小林　夏樹　 横浜労災病院脳神経外科
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19-NE-074 鈴木　幸二　 横浜医療センター脳神経外科 

19-NE-075 瀧川　浩介 九州大学大学院医学研究院　脳神経外科

19-NE-076 田村　剛一郎 茨城県立こども病院　脳神経外科

19-NE-077 田村　有希恵 国立がん研究センター脳脊髄腫瘍科

19-NE-078 西嶌　泰生　 石巻赤十字病院　脳神経外科

19-NE-079 福原　宏和 虎の門病院間脳下垂体外科

19-NE-080 舟越　勇介 九州大学大学院医学研究院脳神経外科

19-NE-081 松島　健　 東京医科大学脳神経外科  

19-NE-082 村上　友太　 福島県立医科大学脳神経外科

19-NE-083 山城　慧 藤田医科大学脳神経外科

19-NE-084 渡邉　信之 東京慈恵会医科大学附属第三病院　脳神経外科

19-NE-085 木村　誠吾 弘善会矢木脳神経外科病院

19-NE-086 上里　弥波　 倉敷中央病院脳神経外科

19-NE-087 川﨑　泰輔 横須賀共済病院脳神経外科

19-NE-088 杉田　義人 京都大学医学部付属病院脳神経外科

19-NE-089 武田　康寛 東京大学医学部附属病院脳神経外科

19-NE-090 土屋　雄介 国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院

19-NE-091 森田　寛也 藍の都脳神経外科病院

19-NE-092 吉浦　徹 埼玉石心会病院脳神経外科 

20-NE-001 佐藤　和彦 鶴岡市立荘内病院

20-NE-002 立花　修 金沢医科大学脳神経外科

20-NE-003 武智　昭彦　 松山赤十字病院脳神経外科

20-NE-004 藤本　憲太 奈良県総合医療センター　脳神経外科

20-NE-005 園田　順彦　 山形大学医学部脳神経外科

20-NE-006 佐藤　篤 伊那中央病院

20-NE-007 三宅　茂 北播磨総合医療センター

20-NE-008 藤田　桂史 茨城西南医療センター病院

20-NE-009 向原　茂雄 藤沢市民病院

20-NE-010 村田　英俊 横浜市立大学脳神経外科

20-NE-011 内山　佳知　 奈良県総合医療センター脳神経外科

20-NE-012 上笹　航 ハートライフ病院

20-NE-013 野中　裕康　 静岡市立静岡病院脳神経外科

20-NE-014 魚住　洋一　 神戸大学医学部脳神経外科

20-NE-015 田伏　将尚 国立病院機構 東京医療センター脳神経外科

20-NE-016 野口　悦孝 済生会横浜市南部病院脳神経外科

20-NE-017 丸山　大輔 京都府立医科大学　脳神経外科

20-NE-018 石黒　光紀　 総合大雄会病院　脳卒中センター



一般社団法人日本神経内視鏡学会技術認定医一覧 （2020年12月1日現在）

認定医番号 氏名 所属

20-NE-019 相島　薫　 群馬大学医学部脳神経外科

20-NE-020 井上　雅人 国立国際医療研究センター病院

20-NE-021 橋本　智哉 福井総合病院脳神経外科

20-NE-022 小守林　靖一 岩手医科大学脳神経外科

20-NE-023 岡田　崇志　 三田市民病院

20-NE-024 菊地　善彰　 山形大学医学部脳神経外科

20-NE-025 菊池　潤 つがる西北五広域連合つがる総合病院脳神経外科

20-NE-026 辻　敬一　 滋賀医科大学脳神経外科

20-NE-027 石田　敦士 森山記念病院脳神経外科

20-NE-028 北川　雄大　 北九州市立八幡病院脳神経外科

20-NE-029 平岡　史大 医療法人光川会　福岡脳神経外科病院

20-NE-030 吉川　信一朗 名古屋共立病院

20-NE-031 川路　博史　 総合病院聖隷浜松病院

20-NE-032 疋田　ちよ恵 横浜新都市脳神経外科病院

20-NE-033 福島　大地　 医療法人新さっぽろ脳神経外科病院

20-NE-034 藤原　秀元　 長野赤十字病院　脳神経外科

20-NE-035 山田　紘史 名古屋市立大学医学部脳神経外科

20-NE-036 吉田　信介 埼玉医科大学総合医療センター

20-NE-037 吉田　裕毅 杏林大学医学部脳神経外科

20-NE-038 阿部　英明 秋田赤十字病院脳神経外科

20-NE-039 伊師　雪友　 北海道大学医学部脳神経外科

20-NE-040 高　正圭　 富山県済生会富山病院脳神経外科 

20-NE-041 小牧　哲　 久留米大学医学部脳神経外科

20-NE-042 三月田　祐平　 九州大学大学院医学研究院脳神経外科 

20-NE-043 下川　能史　 九州大学大学院医学研究院脳神経外科

20-NE-044 鈴木　一幹 順天堂大学医学部脳神経外科

20-NE-045 田中　貴大　 湘南鎌倉総合病院

20-NE-046 米澤　慎悟　 静岡市立静岡病院

20-NE-047 青木　建 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

20-NE-048 新井　直幸　 東京女子医科大学東医療センター脳神経外科

20-NE-049 松井　宏樹 赤穂市民病院脳神経外科 

20-NE-050 山下　大介　 愛媛大学大学院医学系研究科脳神経外科学

20-NE-051 山本　隆広　 熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学講座

20-NE-052 神原　瑞樹 島根大学医学部脳神経外科

20-NE-053 針生　新也　 東北医科薬科大学　脳神経外科

20-NE-054 藤井　奈津美 宇部興産中央病院

20-NE-055 柳川　太郎　 埼玉医科大学国際医療センター　脳神経外科
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20-NE-056 石﨑　友崇 JA愛知厚生連海南病院

20-NE-057 一桝　倫生 東京医科大学脳神経外科

20-NE-058 小椋　貴文 鳥取県立厚生病院

20-NE-059 角藤　律 大森赤十字病院 脳神経外科

20-NE-060 亀井　孝昌 関西医科大学脳神経外科

20-NE-061 熊川　貴大 日本大学医学部脳神経外科

20-NE-062 高亀　弘隆 トヨタ記念病院

20-NE-063 鈴木　陽太　 信州大学医学部附属病院脳神経外科

20-NE-064 髙松　聖史郎 総合青山病院　脳神経外科

20-NE-065 中島　定男 鳥取大学医学部脳神経外科

20-NE-066 中村　卓也 一之瀬脳神経外科病院

20-NE-067 藤田　祐一 神戸大学医学部脳神経外科

20-NE-068 朴　陽太 田辺脳神経外科病院

20-NE-069 川端　修平 大阪大学医学部附属病院脳神経外科

20-NE-070 寺田　幸恵　 畷生会脳神経外科病院

20-NE-071 中瀨　健太 奈良県立医科大学　脳神経外科

20-NE-072 成清　道久 川崎幸病院脳血管センター

20-NE-073 前川　達哉 東京女子医科大学東医療センター脳神経外科

20-NE-074 山田　修平 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

20-NE-075 荒井　信彦 高島平中央総合病院脳神経外科

20-NE-076 今岡　幸弘 荒尾市民病院

20-NE-077 野田　尚志 横浜医療センター

20-NE-078 坂東　鋭明 神鋼記念病院

20-NE-079 樋口　眞也 高知大学医学部附属病院救急部

20-NE-080 福田　憲人 山梨大学医学部脳神経外科

20-NE-081 三木　健嗣 九州労災病院

20-NE-082 安田　貴哉 神戸掖済会病院


