
大竹　安史 尾金　一民 黒川　泰任 櫻井　卓 堀田　祥史 三國　信啓

宮田　圭 山岡　歩 和田　剛志

青森県 伊藤　勝博 嶋村　則人 長谷川 聖子

秋田県 清水　宏明

岩手県 大間々 真一 小守林 靖一

山形県 齋藤 伸二郎

宮城県 刈部　博 鈴木　晋介 中川　敦寛

福島県 川上　雅久 佐久間　潤 三野　正樹

栃木県 稲桝　丈司 荻野　雅宏 柴田　あみ

群馬県 登坂　雅彦

荒木　尚 蛯子　裕輔 川並　麗奈 熊井戸 邦佳 栗田　浩樹 古峰　弘之

鈴木　海馬 鈴木　謙介 鈴木　剛 竹内　誠 田戸　雅宏 戸村　哲

直江　康孝 守谷　俊 和田 孝次郎

伊藤　慧 河野　能久 小松　洋治 佐藤　栄志 高橋　利英 中尾　隼三

廣田　晋 丸島　愛樹

卯津羅 雅彦 海老原 幸一 大賀　優 大屋　滋 奥野　憲司 熊井 潤一郎

三枝　邦康 末廣　栄一 高橋　功 田中　達也 樋口　佳則 藤川　厚

堀口 健太郎 宮田　昭宏 村井　尚之 本島　卓幸 吉田　陽一

青山　二郎 朝見　正宏 朝本　俊司 安心院 康彦 池田　尚人 稲次　基希

井上　雅人 岩渕　聡 畝本　恭子 大谷　直樹 大山 裕太 大貫　隆広

大橋　洋輝 大渕　英徳 折原 あすみ 恩田　秀賢 糟谷　英俊 加藤　晶人

金子　聡 金子　純也 川又　達朗 川村　大地 菊池　麻美 北橋　章子

熊川　貴大 河野　道宏 五島　久陽 小林　真人 坂本　哲也 佐瀬 泰玄

佐藤　秀貴 鮫島　直之 重田　恵吾 篠田　正樹 菅原　貴志 周郷　延雄

壽美田 一貴 住吉　京子 髙山　泰広 戸田　正博 土肥　謙二 富永　禎弼

中江　竜太 中山　晴雄 並木　淳 成相　直 萩原　信司 橋本　孝朗

早川　隆宣 林　拓郎 林　盛人 原　徹男 原　睦也 平元　侑

福島　匡道 藤井　本晴 寳田 秀憲 本多　満 前田　剛 前原　健寿

松下 芳太郎 松野　彰 三宅　康史 村井　保夫 村山　雄一 森　健太郎

八ツ繁　寛 山川　功太 山本　崇裕 横堀　將司 吉野　篤緒

厚見　秀樹 大塩 恒太郎 小野　元 小野寺 英孝 川崎　貴史 清平　美和

小泉　寛之 齋藤　良一 榊原 陽太郎 重松　秀明 反町　隆俊 田中　雅彦

田中 雄一郎 長島　梧郎 中村　俊介 西山　淳 野地　雅人 馬場　胤典

濱田　幸一 林　直一 平山　晃大 堀田　和子 本多 ゆみえ 松前　光紀

松森　隆史 三宅　茂太 横井　育宝 横田　裕行 渡邊　顕弘

新潟県 米岡 有一郎

石川県 林　康彦 村上　健一 吉川　陽文

日本脳神経外傷学会　認定指導医名簿（2023年4月1日現在）

東京都

神奈川県

千葉県

北海道

茨城県

埼玉県



富山県 赤井　卓也 奥寺　敬

石崎　竜司 金城　雄太 佐藤　晴彦 竹中　俊介 中尾　保秋 柳川　洋一

山本　拓史 米澤　慎悟

大須賀 浩二 太田　圭祐 大野　貴之 雄山　博文 酒井　秀樹 白紙　伸一

種井　隆文 真砂　敦夫 間瀬　光人 松嶋　麻子 渡邉　隆之

岩間　亨 大江　直行 北島　英臣 黒田　竜也 石澤　錠二 澤田　重信

篠田　淳 杉本　信吾 竹中　勝信 谷川原 徹哉 豊田　泉 中川　二郎

中山　則之 三輪　和弘 村瀬　悟 山田　潤 山田 実貴人 横山　和俊

長野県 三山　浩

飯原　弘二 岩瀬　正顕 植嶋　利文 岸　文久 小畑　仁司 萩原　靖

原田　敦子 布川　知史

相原　英夫 阿久津 宣行 甲村　英二 下川　宣幸 中井　友昭 長嶋 宏明

林　成人 松本　洋明 三宅　茂 山下　晴央 吉村　紳一

三重県 鈴木　秀謙 深澤　恵児

和歌山県 中　大輔

滋賀県 伊藤　清佳 越後　整 岡　英輝 塩見　直人

後藤　雄大 榊原　毅彦 定政　信猛 橋本　直哉 深尾　繁治 藤田　智昭

村上　陳訓 村上　守

奈良県 至田　洋一 谷　正一 中川　一郎 中瀬　裕之 平林　秀裕 朴　永銖

岡山県 宇野　昌明 伊達　勲 中村　丈洋 安原　隆雄

島根県 秋山　恭彦 江田　大武 神原　瑞樹 吉金　努

鳥取県 本間　正人

広島県 大熊　佑 栗栖　薫 津村　龍 丸石　正治

山口県 小泉　博靖 杉本　至健 鈴木　倫保 藤山　雄一

徳島県 溝渕　佳史

高知県 門田　知倫 西本　陽央

愛媛県 市川　晴久 岩田　真治

香川県 河井　信行 河北　賢哉 藏本　智士 黒田　泰弘 宍戸　肇 田宮　隆

折戸　公彦 重森　裕 篠山　瑞也 竹内　靖治 中川　摂子 名取　良弘

服部　剛典 三木　健嗣 森岡　基浩 山田　哲久

佐賀県 松本　健一

長崎県 平尾　朋仁

大分県 郷田　周 藤木　稔 宮城　知也

熊本県 長谷川　秀 山城　重雄

鹿児島県 井上　泰豪

沖縄県 石内　勝吾

297名（勤務先都道府県別　50音順）

福岡県

京都府

愛知県

静岡県

兵庫県

岐阜県

大阪府


