
一般社団法人日本脳神経外科学会　社員名簿

（敬称略　50音順）

北海道支部 秋山　幸功 入江　伸介 大里　俊明 上山　憲司 木下　　学

（17名） 佐藤　憲市 杉山　　拓 瀧澤　克己 谷川　緑野 中山　若樹

原口　浩一 飛騨　一利 広島　　覚 藤村　　幹 三上　　毅

山口　　秀 渡部　寿一

東北支部 浅野研一郎 伊藤　　靖 江面　正幸 遠藤　英徳 大石　　誠

（27名） 樫村　博史 金森　政之 君和田友美 木村　尚人 久保　慶高

熊谷　　孝 小島　隆生 近藤　　礼 佐藤　　拓 嶋村　則人

園田　順彦 奈良岡征都 新妻　邦泰 西野　和彦 西巻　啓一

長谷川　仁 福多　真史 藤井　正純 別府　高明 村上　謙介

吉田　昌弘 米岡有一郎

関東支部 藍原　正憲 藍原　康雄 赤崎　安晴 赤路　和則 秋元　治朗

（112名） 阿久津博義 天野　耕作 石井　尚登 石川　栄一 石橋　敏寛

稲次　基希 稲葉　　真 井上　智弘 岩立　康男 岩渕　　聡

内田　幹人 畝本　恭子 大石　英則 大島　秀規 太田　貴裕

大谷　直樹 大宅　宗一 大山　健一 荻原　雅和 小倉　丈司

小野田恵介 川合　謙介 川島　明次 河島　雅到 川瀧　智之

吉川雄一郎 金　　景成 草鹿　　元 國井　尚人 久保田有一

隈部　俊宏 栗田　浩樹 河野　道宏 神山　信也 小嶋　篤浩

小松　洋治 五味　　玲 近藤　聡英 齋藤　太一 佐々木　光

佐藤　慎祐 清水　信行 下地　一彰 周藤　　高 神保　洋之

末廣　栄一 菅　　貞郎 菅野　秀宣 菅原　貴志 周郷　延雄

鈴木　謙介 須磨　　健 壽美田一貴 高井　敬介 高田　義章

高橋　俊栄 田島　洋佑 立石　健祐 田中　將太 田中　洋次

田原　重志 玉置　智規 玉置　正史 登坂　雅彦 長島　弘泰

中務　正志 中冨　浩文 中根　　一 永根　基雄 中野　　真

中村　正直 成田　善孝 新田　雅之 野口　明男 長谷川　譲

林　　基弘 原　　貴行 樋口　佳則 菱井　誠人 藤巻　高光

船津　尭之 保谷　克巳 堀口　桂志 堀口健太郎 堀場　綾子

前田　　剛 前原　健寿 松谷　智郎 松野　　彰 松前　光紀

松丸　祐司 三島　一彦 村井　保夫 村垣　善浩 村田　英俊

村山　雄一 茂木　陽介 森本　将史 山口　浩司 山根　文孝

山本　信二 山本　哲哉 横堀　將司 吉野　篤緒 吉野　義一

好本　裕平 和田孝次郎

中部支部 赤井　卓也 安達　一英 荒木　芳生 泉　　孝嗣 稲永　親憲

（51名） 井上　辰志 内山　尚之 榎本由貴子 大江　直行 大岡　史治

荻原　利浩 雄山　博文 梶田　泰一 金谷　康平 菊田健一郎

【341名】　任期：2021年9月1日から2023年8月31日
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黒住　和彦 桑山　直也 石澤　錠二 定藤　章代 佐藤　　宰

鮫島　哲朗 鈴木　秀謙 関　　行雄 竹内　和人 当麻　直樹

東馬　康郎 中田　光俊 中林　規容 中原　一郎 中山　則之

西村　由介 新多　　寿 長谷川光広 波多野　寿 花岡　吉亀

早川　基治 藤沢　弘範 堀内　哲吉 堀越　　徹 前澤　　聡

前田　憲幸 間瀬　光人 松原　年生 見崎　孝一 宮地　　茂

毛利　正直 本村　和也 矢野　大仁 山本　拓史 吉村　淳一

渡辺　和彦

近畿支部 秋山　義典 淺井　昭雄 荒川　芳輝 飯田　淳一 石井　　暁

（61名） 乾　　敏彦 沖田　典子 押野　　悟 香川　尚己 片岡　大治

川端　信司 河村　淳史 菊池　隆幸 久我　純弘 後藤　剛夫

後藤　正樹 近藤　　威 齊木　雅章 齋藤　　実 坂井　信幸

篠山　隆司 真田　寧皓 下川　宣幸 高橋　　淳 高見　俊宏

高山　柄哲 巽　祥太郎 辻　　篤司 露口　尚弘 鶴薗浩一郎

戸田　弘紀 豊田　真吾 中尾　直之 中川　一郎 中島　正之

中村　　元 中村　光利 西川　　節 西村　文彦 野々口直助

萩原　　靖 橋本　憲司 橋本　直哉 橋本　宏之 原田　敦子

平林　秀裕 深見　忠輝 藤田　敏晃 藤中　俊之 藤本　康倫

古瀬　元雅 北条　雅人 法里　　高 朴　　永銖 細田　弘吉

松本　圭吾 本山　　靖 山田　圭介 吉田　和道 吉村　紳一

鰐渕　昌彦

中国四国支部 秋山　恭彦 飯田　幸治 井川　房夫 石原　秀行 市川　智継

（34名） 上羽　哲也 宇野　昌明 大上　史朗 荻原浩太郎 兼松　康久

川西　正彦 岐浦　禎展 國枝　武治 黒崎　雅道 坂本　　誠

杉生　憲志 杉山　一彦 沈　　正樹 徳永　浩司 富永　　篤

中嶋　裕之 西野　繁樹 野島　祐司 野村　貞宏 菱川　朋人

平下　浩司 福田　　仁 藤井　正美 松崎　和仁 溝渕　佳史

三宅　啓介 安原　隆雄 山崎　文之 渡邉　英昭

九州支部 阿部　竜也 安部　　洋 石内　勝吾 一ノ瀬　誠 井上　　亨

（39名） 内門　久明 倉本　晃一 佐山　徹郎 篠島　直樹 下川　尚子

陶山　一彦 竹島　秀雄 継　　　仁 時村　　洋 戸高　健臣

中溝　　玲 中村　英夫 名取　良弘 野中　　将 芳賀　　整

秦　　暢宏 波多野武人 浜崎　　禎 林　　修司 東　登志夫

一ツ松　勤 廣畑　　優 藤木　　稔 増岡　　淳 松尾　孝之

松角宏一郎 溝口　昌弘 武笠　晃丈 森岡　基浩 八代　一孝

山城　重雄 山本　淳考 横上　聖貴 吉本　幸司
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