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所在地 研究機関の名称 
研究責任者の 

氏名 
連絡先 

北海道 

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 

新野 正明 011-611-8111 

市立旭川病院 神経内科 片山 隆行 0166-24-3181 
総合病院 伊達赤十字病院 松岡 健 0142-23-2211 
済生会小樽病院 脳神経内科 林 貴士 0134-25-4321 
北海道大学大学院医学研究院神経病態学分野 
神経内科学教室/北海道大学病院 

矢部 一郎 011-706-6028 

札幌医科大学附属病院 脳神経内科 久原 真 011-611-2111 
青森県 ― ― ― 
岩手県 ― ― ― 
宮城県 ― ― ― 
秋田県 秋田大学医学部 消化器内科学・神経内科学講座 鎌田 幸子 018-884-6104 
山形県 ― ― ― 

福島県 
北福島医療センター 脳神経内科 尾形 雅宏 024-551-0551 
福島県立医科大学 脳神経内科学講座 板垣 裕也 024-547-1111 

茨城県 ― ― ― 
栃木県 ― ― ― 
群馬県 太田記念病院 脳神経内科 門前 達哉 0276-55-2200 

埼玉県 
獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経内科 尾上 祐行 048-965-1111 
上尾中央総合病院 脳神経内科 徳永 恵子 048-773-1111 
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千葉県 医療法人 SHIODA 塩田病院 脳神経内科 野村 浩一 0470-73-1221 

東京都 

霞が関アーバンクリニック 西岡 久寿樹 03-5157-3911 
東京臨海病院 神経内科 三沢 司保子 03-5605-8811 
国立病院機構災害医療センター 脳神経内科 大林 正人 042-526-5511 
河北総合病院 神経内科 荒木 学 03-3339-2121 
国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 内山 由美子 03-3262-9191 
日本大学医学部内科学系神経内科分野 中嶋 秀人 03-3972-8111 

神奈川県 

聖マリアンナ医科大学（研究代表機関） 山野 嘉久 044-977-8111 
湘陽かしわ台病院 高原 和享 046-292-5800 
横浜市立みなと赤十字病院 神経内科 大久保 卓哉 045-628-6100 
国立病院機構 横浜医療センター 髙橋 竜哉 045-851-2621 
横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経内科 上田 直久 045-261-5656 
川崎市立川崎病院 内科 野﨑 博之 044-233-5521 
独立行政法人国立病院機構相模原病院・神経内科 長谷川 一子 042-742-8311 
横浜市立大学附属病院 脳神経内科・脳卒中科 土井 宏 045-787-2800 

新潟県 国立病院機構新潟病院 脳神経内科 中島 孝 0257-22-2126 
富山県 ― ― ― 
石川県 ― ― ― 
福井県 ― ― ― 
山梨県 ― ― ― 
長野県 ― ― ― 
岐阜県 ― ― ― 

静岡県 
浜松医科大学医学部附属病院 脳神経内科 兼  
神経・難病センター 

中村 友彦 053-435-2261 

焼津市立総合病院 脳神経内科 酒井 直樹 054-623-3111 
愛知県 ― ― ― 
三重県 済生会松坂総合病院 脳神経内科  0598-51-2626 
滋賀県 ― ― ― 
京都府 京都府立医科大学大学院医学研究科神経内科学 水野 敏樹 075-251-5792 

大阪府 

関西医科大学病院 竹之内 徳博 072-804-0101 
関西電力病院 脳神経内科 津崎 光司 06-6458-5821 
JCHO大阪病院 脳神経内科 上田 周一 06-6441-5451 
社会医療法人ペガサス馬場記念病院 北口 正孝 072-265-5558 
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関西医科大学総合医療センター 近藤 誉之 06-6992-1001 
国家公務員共済組合連合会 大手前病院 須貝 文宣 06-6992-1001 

兵庫県 
国立病院機構兵庫中央病院 脳神経内科 二村 直伸 079-563-2121 
社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 脳神経内科 高橋 正年 078-261-6711 

奈良県 奈良県立医科大学 脳神経内科学講座 杉江 和馬 0744-29-8860 
和歌山県 ― ― ― 
鳥取県 ― ― ― 
島根県 ― ― ― 

岡山県 
独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター  
脳神経内科 

真邊 泰宏 086-294-9911 

広島県 広島市立広島市民病院 上野 弘貴 082-221-2291 
山口県 国立病院機構 柳井医療センター 脳神経内科  宮地 隆史 0820-27-0211 
徳島県 ― ― ― 
香川県 香川大学医学部附属病院 脳神経内科 出口 一志 087-891-2156 

愛媛県 
社会福祉法人恩賜財団 済生会今治病院 脳神経内科 野元 正弘 0898-47-2500 
社会福祉法人恩賜財団 済生会松山病院 医局 矢部 勇人 089-951-6111 

高知県 高知大学医学部附属病院 脳神経内科 大﨑 康史 088-888-2749 

福岡県 

福岡大学医学部脳神経内科 坪井 義夫 092-801-1011 
製鉄記念八幡病院 脳神経内科 安田 千春 093-672-3176 
医療法人社団 高邦会 高木病院 脳神経内科 雪竹 基弘 0944-87-0001 
医療法人 のむら内科・神経内科クリニック 野村 拓夫 092-402-0112 
独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター  
脳神経内科 

黒田 淳哉 092-943-2331 

医療法人社団高邦会 福岡中央病院 中村 優理 092-741-0300 
産業医科大学 医学部 神経内科学講座 足立 弘明 093-691-7438 

佐賀県 ― ― ― 
長崎県 独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター 福留 隆泰 0956-82-3121 

熊本県 
独立行政法人国立病院機構 熊本南病院 脳神経内科 阪本 徹郎 0964-32-0826 
熊本市立熊本市民病院 脳神経内科 和田 邦泰 096-365-1711 
熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経内科学講座 植田 光晴 096-373-5893 

大分県 ― ― ― 
宮崎県 宮崎大学医学部附属病院・神経内科 望月 仁志 0985-85-2965 
鹿児島県 やまのクリニック 山野 ちなみ 0995-63-0033 
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医療法人三州会 大勝病院 脳神経内科 松崎 敏男 099-253-1122 
鹿児島大学病院 脳・神経センター 脳神経内科 松浦 英治 099-275-5332 
鹿児島市立病院 脳神経内科 渡邊 修 099-230-7000 

沖縄県 独立行政法人国立病院機構沖縄病院 渡嘉敷 崇 098-898-2121 

 


