
番号 会員番号 番号 ⽒名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 5549352368 丹藤 創 ﾀﾝﾄﾞｳｿｳ 京都府⽴医科⼤学
2 5542351421 ⻑⾕川 ⼀⼦ ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｺ 国⽴病院機構相模原病院
3 5547352792 宮原 弘明 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 愛知医科⼤学 加齢医科学研究所
4 5543352490 三室 摩耶 ﾐﾑﾛ ﾏﾔ 三重⼤学医学部附属病院 病理部
5 5542352475 宍⼾−原 由紀⼦ ｼｼﾄﾞ-ﾊﾗ ﾕｷｺ 京都府⽴医科⼤学⼤学院医学研究科分⼦病態病理学
6 5543350083 新井 信隆 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞﾀｶ 公益財団法⼈東京都医学総合研究所
7 5549350199 伊東 秀⽂ ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾌﾐ 和歌⼭県⽴医科⼤学
8 5542351647 巻渕 隆夫 ﾏｷﾌﾁ ﾀｶｵ 上越総合病院
9 5541352342 ⽯⽥ 千穂 ｲｼﾀﾞ ﾁﾎ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構医王病院脳神経内科

10 5543352962 綾⽊ 孝 ｱﾔｷ ﾀｶｼ 京都⼤学医学部附属病院
11 5545352430 本間 琢 ﾎﾝﾏ ﾀｸ ⽇本⼤学医学部
12 5542351410 橋詰 良夫 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾖｼｵ 福祉村病院
13 5541351592 古⽥ 晶⼦ ﾌﾙﾀ ｱｷｺ 順天堂⼤学⼤学院
14 5547350580 神⽥ 隆 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶｼ ⼭⼝⼤学
15 5541351990 若林 孝⼀ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 弘前⼤学⼤学院医学研究科
16 5548352814 伊古⽥ 勇⼈ ｲｺﾀ ﾊﾔﾄ 群⾺⼤学医学部附属病院 病理部・病理診断科
17 5549350359 ⼤塚 成⼈ ｵｵﾂｶ ﾅﾙﾋﾄ 昭和⼤学 医学部
18 5549351905 ⼭⽥ 光則 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ 信州⼤学
19 5543352650 清⽔ 宏 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 新潟⼤学
20 5542350455 ⼩柳 清光 ｵﾔﾅｷﾞ ｷﾖﾐﾂ 信州⼤学
21 5543352229 加藤 雅⼦ ｶﾄｳ ﾏｻｺ ⿃取⼤学医学部
22 5547352745 岩瀬 環 ｲﾜｾ ﾀﾏｷ 名古屋市厚⽣院
23 5540350493 加藤 信介 ｶﾄｳ ｼﾝｽｹ ⿃取⼤学
24 5546352187 中野 俊也 ﾅｶﾉ ﾄｼﾔ 国⽴病院機構 松江医療センター 脳神経内科
25 5544352578 ⾚津 裕康 ｱｶﾂ ﾋﾛﾔｽ 名古屋市⽴⼤学⼤学院
26 5546350015 相澤 仁志 ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 東京医科⼤学病院
27 5546352682 武⽥ 貴裕 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 国⽴病院機構 千葉東病院
28 5544352523 千葉 陽⼀ ﾁﾊﾞ ﾖｳｲﾁ ⾹川⼤学医学部
29 5547352674 初⽥ 裕幸 ﾊﾂﾀ ﾋﾛﾕｷ 脳神経内科はつたクリニック
30 5547352373 ⽯原 健司 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 旭神経内科リハビリテーション病院
31 5543352928 内野 彰⼦ ｳﾁﾉ ｱｷｺ 北⾥⼤学 北⾥研究所病院
32 5542351711 ⽔⾕ 智彦 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾋｺ 脳神経内科 津⽥沼

33 5541352494 井上 貴美⼦ ｲﾉｳｴ ｷﾐｺ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⼤阪⼑根⼭医療センター
 リハビリテーション科

34 5544352642 倉重 毅志 ｸﾗｼｹﾞ ﾀｶｼ 国⽴病院機構呉医療センター・中国がんセンター
35 5540353171 湯澤 明夏 ﾕｻﾞﾜ ｻﾔｶ 旭川医科⼤学病院
36 5543352733 ⾜⽴ 正 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ ⿃取⼤学医学部
37 5540352974 斎藤 理恵 ｻｲﾄｳ ﾘｴ 新潟⼤学
38 5548351902 ⼭⽥ 正仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ ⾦沢⼤学⼤学院医学系研究科
39 5541352267 岩崎 靖 ｲﾜｻｷ ﾔｽｼ 愛知医科⼤学加齢医科学研究所
40 5549351541 福⽥ 隆浩 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京慈恵会医科⼤学
41 5544351030 ⾼尾 昌樹 ﾀｶｵ ﾏｻｷ 国⽴精神・神経医療研究センター
42 5540353051 杉江 和⾺ ｽｷﾞｴ ｶｽﾞﾏ 奈良県⽴医科⼤学
43 5545350164 ⽯津 秀樹 ｲｼﾂﾞ ﾋﾃﾞｷ 慈圭病院
44 5540352424 横⽥ 修 ﾖｺﾀ ｵｻﾑ 岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科
45 5540352510 坂井 健⼆ ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ ⾦沢⼤学附属病院 脳神経内科
46 5545351668 松原 四郎 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾛｳ 東京都⽴神経病院
47 5540350288 上野 正樹 ｳｴﾉ ﾏｻｷ ⾹川⼤学
48 5540351801 望⽉ 葉⼦ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｳｺ  東京都⽴北療育医療センター
49 5549350207 伊藤 雅之 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 国⽴精神・神経医療研究センター
50 5540352791 本⽥ 裕之 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 九州⼤学
52 5541350258 岩城 徹 ｲﾜｷ ﾄｵﾙ 九州⼤学⼤学院医学研究院
53 5547352755 中村 正孝 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾀｶ 関⻄医科⼤学
54 5544352307 原⼝ 俊 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｶｼ 国⽴病院機構南岡⼭医療センター
55 5545352872 他⽥ 真理 ﾀﾀﾞ ﾏﾘ 新潟⼤学脳研究所
56 5542352851 進藤 桂⼦ ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ ⾦沢⼤学医薬保健研究域医学系
57 5548352161 伊東 恭⼦ ｲﾄｳ ｷｮｳｺ 京都府⽴医科⼤学
58 5540351577 藤村 晴俊 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙﾄｼ 国⽴病院機構⼑根⼭病院
59 5543350254 ⼊⾕ 修司 ｲﾘﾀﾆ ｼﾕｳｼﾞ 名古屋⼤学



61 5540351919 ⼭本 徹 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ ⼤阪府済⽣会中津病院
62 5545350993 鈴⽊ 博義 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾖｼ 国⽴病院機構仙台医療センター
63 5540352167 児⽮野 繁 ｺﾔﾉ ｼｹﾞﾙ 横浜南共済病院
64 5549352692 武井 英博 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾋﾛ Louisiana State University Health Sciences Center at Shreveport, Department of Pathology

65 5541352397 ⾼梨 雅史 ﾀｶﾅｼ ﾏｻｼ 順天堂⼤学医学部付属越⾕病院
66 5549351198 寺⽥ 整司 ﾃﾗﾀﾞ ｾｲｼ 岡⼭⼤学病院
67 5549350821 佐々⽊ 惇 ｻｻｷ ｱﾂｼ 埼⽟医科⼤学
68 5543352445 隅 寿恵 ｽﾐ ﾋｻｴ 市⽴東⼤阪医療センター
69 5546352722 ⻄⽥ 尚樹 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵｷ 富⼭⼤学⼤学院
70 5543351985 梁 正淵 ﾘﾖｳ ﾏｻﾌﾁ 東海⼤学医学部附属東京病院
71 5548352708 ⼩阪 崇幸 ｺｻｶ ﾀｶﾕｷ 国⽴病院機構熊本医療センター
72 5546351962 吉⽥ 眞理 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘ 愛知医科⼤学加齢医科学研究所
73 5540350954 新宅 雅幸 ｼﾝﾀｸ ﾏｻﾕｷ 滋賀県⽴総合病院
74 5540353115 ⼩池 春樹 ｺｲｹ ﾊﾙｷ 名古屋⼤学
75 5542352846 ⽥中 英智 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄﾓ 新潟⼤学 脳研究所
76 5543352906 ⽵内 亮⼦ ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｺ ⻲⽥総合病院
77 5546350297 ⽒平 伸⼦  ｳｼﾞﾋﾗ ﾉﾌﾞｺ 碧南市⺠病院 病理診断科
78 5543351758 宮⽥ 元 ﾐﾔﾀ ﾊｼﾞﾒ 秋⽥県⽴循環器・脳脊髄センター
79 5540353028 伊藤 絢⼦ ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 横浜市立大学附属病院　病理診断科・病理部

80 5548351366 ⻄中 哲也 ﾆｼﾅｶ ﾃﾂﾔ 三豊総合病院
81 5549350757 ⼩森 隆司 ｺﾓﾘ ﾀｶｼ 東京都⽴神経病院
82 5547350308 内原 俊記 ｳﾁﾊﾗ ﾄｼｷ 新渡⼾記念中野総合病院
83 5545352656 ⻄平 靖 ﾆｼﾋﾗ ﾔｽｼ コザクリニック
84 5547350461 柿⽥ 明美 ｶｷﾀ ｱｷﾖｼ 新潟⼤学脳研究所
85 5542350068 安倍 雅⼈ ｱﾍﾞ ﾏｻﾄ 藤⽥保健衛⽣⼤学
86 5541352892 河内 泉 ｶﾜﾁ ｲｽﾞﾐ 新潟⼤学脳研究所
87 5543352241 豊島 靖⼦ ﾄﾖｼﾏ ﾔｽｺ 新潟⼤学
88 5542352613 松尾 宏俊 ﾏﾂｵ ｺｳｼﾕﾝ 近江⼋幡市⽴総合医療センター
89 5546351939 横尾 英明 ﾖｺｵ ﾋﾃﾞｱｷ 群⾺⼤学⼤学院医学系研究科
90 5544352706 ⽥中 伸哉 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 北海道⼤学⼤学院
91 5541350968 杉⽥ 保雄 ｽｷﾞﾀ ﾔｽｵ 久留⽶⼤学医学部
92 5540352587 ⼭寺 みさき ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾐｻｷ ⼤阪⼑根⼭医療センター 脳神経内科

93 5540353139 種井 善⼀ ﾀﾈｲ ｾﾞﾝｲﾁ 北海道⼤学⼤学院医学研究院
病理学講座 腫瘍病理学教室

94 5543350447 ⼥屋 光基 ｵﾅﾔ ﾐﾂﾓﾄ 国⽴病院機構 下総精神医療センター
95 5542350080 新井 哲明 ｱﾗｲ ﾃﾂｱｷ 筑波⼤学
96 5545350915 清⽔ 潤 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 東京⼤学医学部神経内科
97 5546352541 仙⽯ 錬平 ｾﾝｺﾞｸ ﾚﾝﾍﾟｲ 東京都健康⻑寿医療センター
98 5546352659 池村 雅⼦ ｲｹﾑﾗ ﾏｻｺ 東京⼤学医学部
99 5545362796 ⾼橋 健太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 国⽴感染症研究所

100 5543352839 河上 緒 ｶﾜｶﾐ ｲﾄ 公益財団法⼈ 東京都医学総合研究所
脳・神経科学研究分野

101 5540351793 村⼭ 繁雄 ﾑﾗﾔﾏ ｼｹﾞｵ

⼤阪⼤学⼤学院連合⼩児発達学研究科附属 ⼦どもの
こころの分⼦統御機構研究センター ブレインバン
ク・バイオリソース部⾨・
東京都健康⻑寿医療センター⾼齢者ブレインバンク
（クロスアポイント）

102 5545350153 ⽯川 欽也 ｲｼｶﾜ ｷﾝﾔ 東京医科⻭科⼤学病院
103 5540353161 杠 岳⽂ ﾕｽﾞﾘﾊ ﾀｹﾌﾐ 国⽴病院機構肥前精神医療センター
104 5542350897 柴⽥ 亮⾏ ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ 東京⼥⼦医科⼤学
105 5540353123 ⻄野 ⼀三 ﾆｼﾉ ｲﾁｿﾞｳ 国⽴精神・神経医療研究センター

106 5542350790 ⿑藤 祐⼦ ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ
東京都健康⻑寿医療センター⽼年病理学研究チーム（神
経病理学）  / ⾼齢者バイオリソースセンター

107 5544352385 古和 久朋 ｺﾜ ﾋｻﾄﾓ 神⼾⼤学⼤学院保健学研究科
108 5549353000 和泉 唯信 ｲｽﾞﾐ ﾕｲｼﾝ 徳島⼤学病院神経内科
109 5545350551 川勝 忍 ｶﾜｶﾂ ｼﾉﾌﾞ 福島県⽴病院会津医療センター
110 5543350801 渡辺 千種 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｸﾞｻ 国⽴病院機構広島⻄医療センター脳神経内科
111 5540352662 ⻄村 広健 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾀｹ 川崎医科⼤学附属病院病院病理部
112 5541352767 三⽊ 康⽣ ﾐｷ ﾔｽｵ 弘前大学大学院医学研究科脳神経病理学講座



113 5548352912 塩⾕ 彩⼦ ｼｵﾔ ｱﾔｺ
筑波⼤学附属病院⽔⼾地域医療教育センター
⽔⼾協同病院神経内科

114 5540353119 ⾕川 聖 ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｼ 北海道⼤学⼤学院医学研究院腫瘍病理学教室

115 5540352830 増井 憲太 ﾏｽｲ ｹｲﾀ
東京⼥⼦医科⼤学 医学部
病理学講座・病態神経科学分野


