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医 学 顧 問 団
2022年 7月現在

（敬称略　あいうえお順）

代　表 山　村　　　隆 国立精神・神経医療研究センター　神経研究所　特任研究部長 Tel 042 -346 -1723
〒187 -8502　東京都小平市小川東町4-1-1 Fax 042 -346 -1753

北海道

中　村　雅　一 医療法人社団　研仁会　北海道脳神経外科記念病院　脳神経内科　医長 Tel 011 -717 -2131
〒063 -0869　北海道札幌市西区八軒9条東5丁目1-20 Fax 011 -717 -2688

新　野　正　明 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター　臨床研究部長 Tel 011 -611 -8111
〒063 -0005　北海道札幌市西区山の手5条7-1-1 Fax 011 -611 -5820

深　澤　俊　行 医療法人セレス　さっぽろ神経内科病院　理事長 Tel 011 -780 -5700
〒065 -0021　北海道札幌市東区北21条東21丁目2-1 Fax 011 -780 -5800

保　前　英　希 JA北海道厚生連帯広厚生病院　脳神経内科　副院長 Tel 0155 -65 -0101
〒080 -0024　北海道帯広市西14条南10丁目1番地 Fax 0155 -65 -0105

宮　﨑　雄　生 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター　脳神経内科　医長 Tel 011 -611 -8111
〒063 -0005　北海道札幌市西区山の手5条7-1-1 Fax 011 -611 -5820

吉　田　一　人 柏葉会　かしわば記念クリニック　副院長　脳神経内科 Tel 011 -851 -2570
〒062 -0051　北海道札幌市豊平区月富東1条15 -36 -17 Fax

東　北

糸　山　泰　人 東北大学　名誉教授 Tel 022 -277 -6072
〒981 -0942　宮城県仙台市青葉区貝ケ森6-1-28 Fax 022 -277 -6072

宇　川　義　一 福島県立医科大学ヒト神経生理学講座　教授 Tel 024 -547 -1310
〒960 -1295　福島県福島市光が丘1 Fax 024 -548 -3660

菅　原　正　伯 秋田大学医学部附属病院　神経内科　講師 Tel 018 -884 -6104
〒010 -8543　秋田県秋田市本道1-1-1 Fax 018 -836 -2611

冨　山　誠　彦 弘前大学医学部附属病院　脳神経内科　教授 Tel 0172 -39 -5142
〒036 -8562　青森県弘前市在府町5 Fax 0172 -39 -5143

中　島　一　郎 東北医科薬科大学　医学部　老年神経内科学　教授 Tel 022 -290 -8976
〒983 -8536　宮城県仙台市宮城野区福室1-15 -1 Fax 022 -290 -8860

藤　原　一　男 福島県立医科大学医学部多発性硬化症治療学講座　教授 Tel 024 -934 -5322
〒963 -8563　福島県郡山市八山田7-115（総合南東北病院内） Fax 024 -922 -5320

前　田　哲　也 岩手医科大学医学部内科学講座　脳神経内科・老年科分野　教授 Tel 019 -613 -7111
〒028 -3695　岩手県柴波郡矢巾町医大通2-1-1 Fax 019 -907 -6933

関　東

大　橋　高　志 東京女子医科大学附属八千代医療センター脳神経内科　准教授 Tel 047 -450 -6000
〒276 -8524　千葉県八千代市大和田新田477 -96 Fax 047 -458 -7047

岡　本　智　子 国立精神・神経医療研究センター病院　脳神経内科　副部長 Tel 042 -341 -2711
〒187 -8551　東京都小平市小川東町4-1-1 Fax 042 -344 -6745

荻　野　美恵子 国際医療福祉大学市川病院脳神経内科部長　神経難病センター長 Tel 047 -375 -1111
〒272 -0827　千葉県市川市国府台6-1-14 Fax 047 -373 -4921

楠　　　　　進 独立行政法人地域医療機能推進機構本部　理事 Tel 03 -3445 -1271
〒108 -8583　東京都港区高輪3-22 -12 Fax 03 -3445 -7890

黒　岩　義　之 財務省診療所　健康管理医 Tel 045 -985 -0499
〒226 -0027　神奈川県横浜市緑区長津田4-20　D -205 Fax 045 -985 -0499

佐　藤　和貴郎 国立精神・神経医療研究センター　神経研究所免疫研究部　室長 Tel 042 -341 -2711
〒187 -8502　東京都小平市小川東町4-1-1 Fax 042 -346 -1753

清　水　優　子 東京女子医科大学脳神経内科　特命担当教授 Tel 03 -5268 -7617
〒162 -8666　東京都新宿区河田町8-1 Fax 03 -5269 -7324

田　川　朝　子 平塚市民病院神経内科　部長 Tel 0463 -32 -0015
〒254 -0065　神奈川県平塚市南原1-19 -1 Fax 0463 -31 -2847

田　平　　　武 順天堂大学大学院　医学研究科　客員教授 Tel 03 -6822 -2738
〒113 -0021　東京都文京区本駒込5-28 -12 -601 Fax 03 -6822 -2738

玉　岡　　　晃 筑波記念病院　脳神経センター長　（筑波大学客員教授・名誉教授）Tel 029 -869 -1212
〒300 -2622　茨城県つくば市要1187 -299 Fax 029 -864 -8135
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関　東

辻　　　省　次 国際医療福祉大学　教授 Tel 0476 -20 -7701
〒286 -8686　千葉県成田市公津の杜4-3　国際医療福祉大学ゲノム医学研究所 Fax 0476 -20 -7701

寺　山　靖　夫 湘南慶育病院　副院長、脳神経センター長 Tel 0466 -48 -0050
〒252 -0816　神奈川県藤沢市遠藤4360 Fax 0466 -48 -0010

野　村　恭　一 東松山市立市民病院　病院長 Tel 0493 -24 -6111
〒355 -0005　埼玉県東松山市松山2392（内線304） Fax

深　浦　彦　彰 埼玉医科大学総合医療センター　神経内科　客員教授 Tel 049 -228 -3400
〒355 -0005　埼玉県川越市鴨田1981 Fax 049 -228 -3460

森　　　雅　裕 千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学　准教授 Tel 043 -226 -2129
〒260 -8670　千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 Fax 043 -226 -2160

矢　﨑　俊　二 新百合ヶ丘総合病院　脳神経内科　部長 Tel 044 -322 -9991
〒215 -0026　神奈川県川崎市麻生区古沢都古255 Fax 044 -322 -0529

横　山　和　正 順天堂大学医学部脳神経内科　非常勤講師 Tel 03 -3813 -3111
〒113 -8421　東京都文京区本郷2-1-1 Fax 03 -5800 -0547

吉　井　文　均 神奈川県済生会湘南平塚病院　相談役 Tel 0463 -71 -6161
〒254 -0036　神奈川県平塚市宮松町18 -1 Fax 0463 -71 -6163

信　越

河　内　　　泉 新潟大学　医歯学総合病院・脳研究所脳神経内科・医学教育センター　准教授 Tel 025 -227 -0425
〒951 -8510　新潟県新潟市中央区旭町通1-757 Fax 025 -227 -0425

高　　　昌　星 社会医療法人　城西医療財団　城西病院　病院長（信州大学名誉教授）Tel 0263 -33 -6400
〒390 -8648　長野県松本市城西1-5-16 Fax 0263 -33 -9920

西　澤　正　豊 学校法人　新潟総合学園　新潟医療福祉大学　学長 Tel 025 -257 -4455
〒950 -3198　新潟県新潟市北区島見町1398 Fax

北　陸

高　橋　和　也 国立病院機構　医王病院　神経内科　統括診療部長 Tel 076 -258 -1180
〒920 -0192　石川県金沢市岩出町二73 -1 Fax 076 -258 -6719

高　守　正　治 金沢西病院脳神経センター　名誉センター長 Tel 076 -263 -2230
〒920 -0918　石川県金沢市尾山町7-30　尾山ヒルズ310 Fax 076 -263 -2230

中　辻　裕　司 富山大学学術研究部　医学系　脳神経内科　教授　副院長 Tel 076 -434 -7309
〒930 -0194　富山県富山市杉谷2630 Fax 076 -434 -5033

松　井　　　真 芳珠記念病院　顧問　脳神経内科 Tel 0761 -51 -5551
〒923 -1226　石川県能美市緑が丘11 -71 Fax 0761 -51 -5557

丸　田　高　広 金沢西病院　脳神経センター　所長 Tel 076 -233 -1811
〒920 -0025　石川県金沢市駅西本町6-15 -41 Fax 076 -221 -8603

吉　川　弘　明 金沢大学保健管理センター　教授 Tel 076 -264 -5254
〒920 -1192　石川県金沢市角間町 Fax 076 -234 -4044

東　海

景　山　　　卓 東海記念病院　脳神経内科　部長 Tel 0568 -88 -0568
〒487 -0031　愛知県春日井市廻間町字大洞681 -47 Fax 0568 -88 -2308

金　　　　　剛 静岡県立総合病院　脳神経内科　主任医長 Tel 054 -247 -6111
〒420 -0881　静岡県静岡市葵区北安東4-27 -1 Fax 054 -247 -6140

錫　村　明　生 医療法人偕行会　偕行会城西病院　院長 Tel 052 -485 -3777
〒453 -0815　愛知県名古屋市中村区北畑町4-1 Fax 052 -485 -3715

祖父江　　　元 学校法人愛知医科大学　理事長 Tel 0561 -62 -3311
〒480 -1195　愛知県長久手市岩作雁又1番地1 Fax 0561 -63 -4940

近　畿

奥　野　龍　禎 大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学講座　准教授 Tel 06 -6879 -3571
〒565 -0871　大阪府吹田市山田丘2-2 Fax 06 -6879 -3579

苅　田　典　生 脳神経内科　くすのき診療所　院長 Tel 078 -361 -2800
〒650 -0044　兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-1 プロメナ神戸309号 Fax 078 -361 -2802

近　藤　誉　之 関西医科大学総合医療センター　脳神経内科　診療部長 Tel 06 -6992 -1001
〒570 -8507　大阪府守口市文園町10 -15 Fax 06 -6992 -4846

斎　田　孝　彦 多発性硬化症治療研究所　所長 Tel 090 -2287 -1021
〒616 -8144　京都府京都市右京区太秦百合ケ本町8-32 Fax 075 -468 -8657

田　中　正　美 京都民医連　中央病院　脳神経内科　顧問 Tel 075 -861 -2200
〒616 -8147　京都府京都市右京区太秦土本町2-1 Fax 075 -882 -5781
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近　畿

千　原　典　夫 神戸大学医学部附属病院　脳神経内科　特命講師 Tel 078 -382 -5885
〒650 -0017　兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2 Fax 078 -382 -5899

角　田　郁　生 近畿大学医学部微生物学講座　主任教授 Tel 072 -366 -0221
〒589 -8511　大阪府大阪狭山市大野東377 -2 Fax 072 -366 -0206

宮　本　勝　一 和歌山県立医科大学　神経内科　准教授 Tel 073 -441 -0655
〒641 -8510　和歌山県和歌山市紀三井寺811 -1 Fax 073 -441 -0655

中　国

神　田　　　隆 山口大学医学部神経・筋難病治療学講座　教授 Tel 0836 -22 -2719
〒755 -8505　山口県宇部市南小串1-1-1 Fax 0836 -22 -2364

郡　山　達　男 脳神経センター大田記念病院　院長 Tel 084 -975 -3901
〒720 -0825　広島県福山市沖野上町3-6-28 Fax 084 -975 -3901

長　井　　　篤 島根大学医学部内科学講座内科学第三　教授 Tel 0853 -20 -2198
〒693 -8501　島根県出雲市塩冶町89 -1 Fax 0853 -20 -2194

四　国

越　智　博　文 愛媛大学大学院医学系研究科　脳神経内科・老年医学講座　准教授 Tel 089 -960 -5851
〒791 -0295　愛媛県東温市志津川454 Fax 089 -960 -5852

出　口　一　志 香川大学医学部附属病院　脳神経内科　診療科長　病院教授 Tel 087 -891 -2156
〒761 -0793　香川県木田郡三木町池戸1750 -1 Fax 087 -891 -2158

古　谷　博　和 高知大学医学部脳神経内科　特任教授 Tel 088 -888 -2749
〒783 -8505　高知県南国市岡豊町小蓮185 -1 Fax 088 -888 -2745 

松　井　尚　子 徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床神経科学分野　助教 Tel 088 -633 -7207
〒770 -8503　徳島県徳島市蔵本町3-18 -15 Fax 088 -633 -7208

九　州

有　村　公　良 医療法人三州会大勝病院　院長 Tel 099 -253 -1122
〒890 -0067　鹿児島県鹿児島市真砂本町3-95 Fax 099 -254 -9643

植　田　光　晴 熊本大学大学院生命科学研究部　脳神経内科学　教授 Tel 096 -373 -5893
〒860 -8556　熊本県熊本市中央区本荘1-1-1 Fax 096 -373 -5895

岡　田　和　将 産業医科大学脳神経内科　准教授 Tel 093 -691 -7438
〒807 -8555　福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 Fax 093 -693 -9842

吉　良　潤　一 福岡中央病院　脳神経センター長（九州大学名誉教授、国際医療福祉大学教授） Tel 092 -741 -0300
〒810 -0022　福岡県福岡市中央区薬院2-6-11 Fax 092 -781 -2563

高　嶋　　　博 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　脳神経内科・老年病学　教授 Tel 099 -275 -5332
〒890 -8520　鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8-35 -1 Fax 099 -265 -7164

原　　　英　夫 福岡国際医療福祉大学　学長 Tel 092 -832 -1200
〒814 -0001　福岡県福岡市早良区百道浜3-6-40 Fax 092 -832 -1200

松　尾　秀　徳 国立病院機構　長崎病院　特命副院長 Tel 095 -823 -2261
〒850 -8523　長崎県長崎市桜木町6-41 Fax 095 -828 -2616

松　原　悦　朗 大分大学医学部神経内科学講座　教授 Tel 097 -586 -5810
〒879 -5593　大分県由布市挾間町医大ケ丘1-1 Fax 097 -586 -6502

沖　縄 渡嘉敷　　　崇 国立病院機構　沖縄病院　特命副院長 Tel 098 -898 -2121
〒901 -2214　沖縄県宣野湾市我如古3-20 -14 Fax 098 -897 -9838


