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研究実施医療機関     

研究代表医師 吉村紳一（兵庫医科大学 脳神経外科 主任教授）                           

番号 施 設 名 研究責任医師 

1  兵庫医科大学 吉村紳一 

2  相澤病院 佐藤大輔 

3  愛知医科大学 大島共貴 

4  会津中央病院 前田佳一郎 

5  秋山脳神経外科内科病院 秋山武和 

6  旭川赤十字病院 櫻井寿郎 

7  尼崎総合医療センター 永田学 

8  荒木脳神経外科病院 荒木勇人 

9  安城更生病院 高橋郁夫 

10  医誠会病院 松本勝美 

11  伊勢赤十字病院 宮史卓 

12  イムス東京葛飾総合病院 渡辺大介 

13  岩手県立中央病院 土井尻遼介 

14  大垣市民病院 今井資 

15  大垣徳洲会病院 林克彦 

16  大阪医科大学 平松亮 

17  大阪医療センター 山上宏 

18  大阪大学医学部附属病院 藤堂謙一 

19  大阪脳神経外科 吉原智之 

20  大阪南医療センター 渡邊彰弘 

21  大田記念病院 大田慎三 

22  大西脳神経外科病院 大西宏之 

23  大曲厚生医療センター 大前智也 

24  岡山市立市民病院 渡邊恭一 

25  沖縄県立南部医療センター・こども医療セ

ンター 

竹下朝規 

26  香川大学医学部附属病院 岡内正信 

27  柏葉脳神経外科病院 丸一勝彦 

28  金沢脳神経外科病院 内山尚之 

29  加納総合病院 中澤和智 

30  刈谷豊田総合病院 山之内高志 

31  川崎医科大学附属病院 松原俊二 
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32  川崎幸病院 壷井祥史 

33  関西ろうさい病院 豊田真吾 

34  北里大学病院 山本大輔 

35  北原国際病院 吉田浩貴 

36  岐阜大学医学部附属病院 榎本由貴子 

37  君津中央病院 田島洋佑 

38  九州医療センター 徳永聡 

39  京都第一赤十字病院 今井啓輔 

40  京都大学医学部附属病院 石井暁 

41  京都第二赤十字病院 山田丈弘 

42  杏林大学医学部付属病院 天野達雄 

43  近畿大学医学部付属病院 布川知史   

44  熊本赤十字病院 進藤誠悟 

45  倉敷中央病院 半田明 

46  久留米大学 廣畑優 

47  桑名恵風会桑名病院 長谷川仁 

48  群馬大学医学部附属病院 清水立矢 

49  県立広島病院 岐浦禎展 

50  康生会武田病院 定政信猛 

51  高知医療センター 政平訓貴  

52  高知赤十字病院 松下展久 

53  広南病院 松本康史 

54  神戸市立医療センター中央市民病院 坂井信幸 

55  公立昭和病院 齊藤徹 

56  公立豊岡病院 石井大嗣 

57  小倉記念病院 波多野武人 

58  国立国際医療研究センター 井上雅人 

59  国立循環器病研究センター 田中寛大 

60  災害医療センター 重田恵吾 

61  済生会熊本病院 池野幸一 

62  済生会滋賀県病院 武澤秀理 

63  済生会福岡総合病院 園田和隆 

64  埼玉医科大学国際医療センター 神山信也 

65  埼玉医科大学総合医療センター 庄島正明 
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66  さいたま赤十字病院 高橋俊栄 

67  埼玉石心会病院 石原 正一郎 

68  堺市立総合医療センター 梶川隆一郎 

69  佐賀県医療センター好生館 上床武史 

70  佐賀大学医学部附属病院 緒方敦之 

71  佐世保市総合医療センター 林健太郎 

72  札幌医科大学付属病院 金相年 

73  札幌白石記念病院 野村達史 

74  秀和総合病院 山田健嗣 

75  順心病院 井上悟志 

76  順天堂静岡病院 大石英則 

77  順天堂大学順天堂医院 大石英則 

78  湘南鎌倉総合病院 宮﨑雄一 

79  昭和大学 奥村浩隆  

80  昭和大学江東豊洲病院 神谷雄己 

81  昭和大学藤が丘病院 津本智幸 

82  市立豊中病院 杉浦由理 

83  城山病院 盛岡潤 

84  神鋼記念病院 上野泰 

85  新東京病院 関原嘉信 

86  清恵会病院 木村僚太 

87  西湘病院 竹内昌孝 

88  清仁会シミズ病院 清水史記 

89  聖マリア病院 福嶌由尚 

90  聖マリアンナ医科大学東横病院 植田敏浩 

91  聖隷浜松病院 林正孝 

92  仙台医療センター 江面正幸 

93  草加市立病院 平井作京 

94  近森病院 西本陽央 

95  千葉西総合病院 大野晋吾 

96  千葉脳神経外科病院 中村一也 

97  千葉メディカルセンター 浅野 剛 

98  ツカザキ病院 川上太一郎 

99  筑波大学附属病院 早川幹人 
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100  筑波メディカルセンター病院 中居康展 

101  土浦協同病院 芳村雅隆 

102  天理よろづ相談所病院 谷正一 

103  東海大学医学部付属八王子病院 青木吏絵 

104  東海大学医学部付属病院 キッティポン スィーワッタナクン 

(Kittipong Srivatanakul) 

105  東京医科大学八王子医療センター 弦切純也 

106  東京警察病院 阿部肇 

107  東京慈恵会医科大学附属病院 石橋敏寛 

108  東京都立多摩総合医療センター 太田貴裕 

109  徳島大学病院 兼松康久 

110  獨協医科大学埼玉医療センター 鈴木謙介 

111  鳥取大学 坂本誠 

112  豊川市民病院 西川祐介 

113  豊橋市民病院 伊藤真史 

114  虎の門病院 鶴田和太郎 

115  長崎医療センター 諸藤陽一 

116  長崎大学病院 堀江信貴 

117  長野市民病院 草野義和 

118  中村記念病院 荻野達也 

119  流山中央病院 内田貴範 

120  名古屋医療センター 浅井琢美 

121  名古屋掖済会病院 鈴木 宰 

122  奈良県立医科大学 中川一郎 

123  成田赤十字病院 宮崎 格 

124  新潟市民病院 森田健一 

125  西宮協立脳神経外科病院 山田佳孝 

126  西脇市立西脇病院 片山重則 

127  日本医科大学付属病院 鈴木健太郎 

128  脳神経外科東横浜病院  郭樟吾 

129  函館新都市病院 原口浩一 

130  函館脳神経外科病院 山崎貴明 

131  八戸市立市民病院 鈴木一郎 

132  馬場記念病院 前田一史 
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133  阪和記念病院 西野鏡雄 

134  兵庫県立姫路循環器病センター 溝部敬 

135  弘前大学医学部附属病院 嶋村則人 

136  広島市立広島市民病院 廣常信之 

137  福井赤十字病院 早瀬 睦 

138  福岡新水巻病院 宇田賢司 

139  福岡大学筑紫病院 東登志夫 

140  福岡徳洲会病院 吉田英紀 

141  福岡和白病院 原田啓 

142  藤沢市民病院 篠原禎雄 

143  藤田医科大学 中原一郎 

144  船橋市立医療センター 新美 淳 

145  星ヶ丘医療センター 杉浦史郎 

146  枡記念病院 佐藤直樹 

147  三重大学医学部附属病院 当麻直樹 

148  水戸医療センター 加藤徳之 

149  都城市郡医師会病院 内之倉俊朗  

150  森山記念病院 石田敦士 

151  山口大学 石原秀行 

152  横須賀共済病院 綾部純一 

153  横浜栄共済病院 森健太郎 

154  横浜新都市脳神経外科病院 森本将史 

155  吉田病院 山浦生也 

156  りんくう総合医療センター 出原誠 

157  JCHO 神戸中央病院 松本圭吾 

158  NTT 東日本関東病院 金丸拓也 
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