
氏名 所属施設 所属科
1 青山　剛 手稲渓仁会病院 整形外科　脊椎脊髄センター
2 秋山　雅彦 札幌禎心会病院 脊椎・脊髄末梢神経センター
3 朝本　俊司 国際医療福祉大学附属三田病院 脳神経外科
4 飯塚　秀明 金沢医科大学 脳神経外科
5 伊藤　康信 医療法人財団健貢会　総合東京病院 脳神経外科
6 伊東　清志 信州大学医学部 脳神経外科
7 乾　敏彦 富永病院 脳神経外科
8 井上　辰志 藤田保健衛生大学 脳神経外科
9 今栄　信治 いまえクリニック
10 岩月　幸一 大阪大学医学部 脳神経外科
11 上田　茂雄 畷生会脳神経外科病院 信愛会脊椎脊髄センター
12 内門　久明 うちかど脳神経外科クリニック
13 大隣　辰哉 脳神経センター　大田記念病院 脊椎脊髄外科
14 大畑　建治 大阪市立大学 脳神経外科
15 尾原　裕康 新百合ヶ丘総合病院 脊椎脊髄末梢神経外科
16 川那辺　吉文 静岡県立総合病院 脳神経外科
17 川西　昌浩 医仁会武田総合病院 脳神経外科
18 川本　俊樹 東京逓信病院 脳神経外科
19 金　景成 日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター
20 金　彪 獨協医科大学 脳神経外科
21 久保田　基夫 亀田総合病院 脊椎脊髄外科
22 隈元　真志 福岡記念病院 脊椎脊髄外科
23 黒川　龍 獨協医科大学 脳神経外科
24 小泉　徹 京都脊椎脊髄外科・眼科病院
25 小柳　泉 北海道脳神経外科記念病院 脊椎脊髄センター
26 権藤　学司 湘南鎌倉総合病院 脳神経外科
27 鷺内　隆雄 イムス富士見総合病院 脳神経外科
28 佐々木　学 医誠会病院 脳神経外科・脊椎脊髄センター
29 下川　宣幸 医療法人三栄会　ツカザキ病院 脳神経外科
30 庄田　基 八千代病院 脊椎脊髄疾患センター
31 菅原　淳 岩手医科大学 脳神経外科
32 菅原　卓 秋田県立脳血管研究センター 脊髄脊椎外科
33 鈴木　晋介 国立病院機構仙台医療センター 脳神経外科
34 関　俊隆 北海道大学医学部 脳神経外科
35 高橋　敏行 藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター
36 高橋　雄一 新小文字病院 脊髄脊椎外科治療センター
37 高見　俊宏 大阪市立大学 脳神経外科
38 高安　正和 愛知医科大学 脳神経外科
39 竹内　幹伸 愛知医科大学 脳神経外科
40 谷　諭 東京慈恵会医科大学 脳神経外科
41 谷口　真 東京都立神経病院 脳神経外科
42 張　漢秀 埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科
43 角田　圭司 長崎大学病院 脳神経外科
44 冨永　悌二 東北大学大学院医学系研究科 脳神経外科
45 中瀬　裕之 奈良県立医科大学 脳神経外科
46 西川　節 守口生野記念病院 脳神経外科・脊椎脊髄センター
47 西田　憲記 新武雄病院 脊髄脊椎外科
48 西村　由介 名古屋大学医学部 脳神経外科
49 原　政人 稲沢市民病院 脳神経外科
50 飛騨　一利 札幌麻生脳神経外科病院
51 平野　仁崇 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
52 深尾　繁治 京都岡本記念病院 脳神経外科
53 寶子丸　稔 交野病院 信愛会脊椎脊髄センター
54 前島　貞裕 独立行政法人国立病院機構　埼玉病院 脳神経外科
55 松村　明 筑波大学医学部 脳神経外科
56 水野　順一 新百合ヶ丘総合病院 低侵襲脊髄手術センター
57 水野　正喜 三重大学 脳神経外科
58 光山　哲滝 品川志匠会病院 脳神経外科
59 三好　康之 川崎医科大学総合医療センター 脳神経外科
60 村田　英俊 横浜市立大学　医学部 脳神経外科
61 森本　大二郎 日本医科大学附属病院 脳神経外科
62 森本　哲也 高清会　高井病院 脳神経外科
63 師田　信人 東京都立小児総合医療センター 脳神経外科
64 安田　宗義 一ノ宮西病院 脳神経外科
65 矢野　俊介 札幌麻生脳神経外科病院 脊椎脊髄センター
66 山縣　徹 大阪市立総合医療センター 脳神経外科
67 山口　智 広島大学医学部 脳神経外科
68 山本　慎司 大西脳神経外科病院 脳神経外科
69 湯口　貴導 湯口脳神経外科・脊髄外科 脳神経外科
70 渡邊　水樹 聖隷浜松病院 せぼねセンター・脳神経外科
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1 青山　達郎 瀬口脳神経外科病院 脳神経外科
2 阿久津　博義 筑波大学附属病院 脳神経外科
3 伊藤　圭介 東邦大学医療センター大橋病院 脊椎脊髄センター
4 井上　崇文 社会医療法人財団池友会福岡和白病院 脊髄脊椎外科
5 梅垣　昌士 医療法人医誠会医誠会病院 脳神経外科
6 梅林　猛 品川志匠会病院 脳神経外科
7 遠藤　俊毅 広南病院 脳神経外科
8 大西　諭一郎 大阪大学 脳神経外科
9 大橋　洋輝 東京慈恵会医科大学 脳神経外科
10 荻原　浩太郎 岩国医療センター 脳神経外科
11 陰山　博人 兵庫医科大学 脳神経外科
12 北原　功雄 千葉徳洲会病院 脳脊髄神経外科センター
13 北山　真理 済生会和歌山病院 脳神経外科
14 倉石　慶太 三重大学大学院医学系研究科 神経感覚医学講座　脳神経外科学
15 栗林　厚介 藍の都脳神経外科病院 脊椎・脊髄センター
16 國保　倫子 日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター
17 木暮　一成 日本医科大学多摩永山病院 脳神経外科
18 篠﨑　宗久 千葉徳洲会病院 脳神経外科
19 新　靖史 大阪警察病院 脳神経外科
20 杉田　京一 医療法人社団　青燈会　小豆畑病院 脳神経外科・脊椎脊髄外科センター
21 高井　敬介 東京都立神経病院 脳神経外科
22 竹島　靖浩 奈良県立医科大学 脳神経外科
23 武田　正明 広島大学医学部 脳神経外科
24 戸井　宏行 川崎医科大学 脳神経外科
25 冨井　雅人 総合南東北病院 脳神経外科
26 内藤　堅太郎 大阪市立大学医学部 脳神経外科
27 長尾　紀昭 富永病院 脳神経外科
28 中島　正明 岡山済生会総合病院 脳神経外科
29 中島　康博 稲沢市民病院 脳神経外科
30 梨本　岳雄 長野赤十字病院 脳神経外科
31 西岡　和哉 和歌山県立医科大学 脳神経外科
32 野地　雅人 神奈川県立足柄上病院 脳神経外科
33 野中　康臣 平和病院 脳神経外科
34 服部　剛典 久留米大学医学部 脳神経外科
35 東山　巨樹 秋田県立脳血管研究センター 脊髄脊椎外科
36 土方　保和 新小文字病院 脊髄脊椎外科治療センター
37 本多　文昭 群馬大学医学部 脳神経外科
38 三木　潤一郎 済生会和歌山病院 脳神経外科
39 光原　崇文 広島市立安佐市民病院 脳神経外科
40 宮尾　泰慶 市立吹田市民病院 脳神経外科
41 宮原　孝寛 公立八女総合病院 脳神経外科
42 安原　隆雄 岡山大学病院 脳神経外科
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