
【地域別五十音順】

北海道 石井 貴男 札幌医科大学

伊藤 洋一 勤医協札幌病院

上村 恵一 市立札幌病院

賀古 勇輝 北海道大学大学院医学研究科神経病態学講座精神医学分野

北市 雄士 北海道大学病院

高田 秀樹 市立札幌病院

高橋 義人 医療法人ライブフォレスト 桑園メンタルクリニック

武村 史 市立札幌病院

田中 輝明 北海道大学病院

田村 義之 旭川医科大学医学部精神医学講座

千葉 茂 旭川医科大学

橋本 恵理 札幌医科大学

藤井 泰 北海道大学大学院医学研究科

松永 力 国立病院機構北海道医療センター

三井 信幸 市立稚内病院

青森県 熊谷 輝 八戸市立市民病院

鈴木 克治 青森県立中央病院

古郡 規雄 弘前大学大学院

岩手県 道又 利 岩手県立大船渡病院精神科

宮城県 菊池 孝 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター

本多 奈美 東北大学病院

秋田県 菊池 結花 秋田大学医学部附属病院

草薙 宏明 秋田大学医学部附属病院精神科

筒井 幸 秋田大学医学部附属病院

福島県 池本 桂子 いわき市立総合磐城共立病院

茨城県 岩熊 昭洋 国立病院機構　水戸医療センター

沼倉 泰二 医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院

栃木県 大曽根 彰 獨協医科大学病院

下田 和孝 獨協医科大学精神神経医学教室

長谷川 千絵 獨協医科大学病院

群馬県 小野 樹郎 群馬大学医学部附属病院　精神科神経科

成田 秀幸 群馬大学医学部附属病院

成田 耕介 群馬大学医学部附属病院

福田 正人 群馬大学

藤平 和吉 群馬大学医学部附属病院

埼玉県 井原 裕 獨協医科大学

桑原 達郎 防衛医科大学校精神科学教室

谷知 正章 防衛医科大学校

雪田 慎二 埼玉協同病院

千葉県 安藤 咲穂 千葉県こども病院

大谷 明 東葛病院

小川 朝生 国立がん研究センター東病院

落合 結介 東京慈恵会医科大学附属柏病院

＜日本総合病院精神医学会　特定指導医　名簿＞



海宝 美和子 国立病院機構千葉医療センター

椎名 明大 千葉大学医学部附属病院

野々村 司 千葉市立青葉病院

長谷川 直 千葉大学医学部附属病院

林 果林 東邦大学医療センター佐倉病院

宮川 晃一 順天堂大学浦安病院

東京都 伊澤 良介 東京都立墨東病院

市橋 香代 東京大学医学部附属病院

伊藤 達彦 東京慈恵会医科大学附属病院

岩田 健 都立広尾病院神経科

大島 淑夫 国立がん研究センター中央病院

奥野 薫 東京都立多摩総合医療センター

尾﨑 茂 東京都保健医療公社　豊島病院

垣内 千尋 東京大学医学部附属病院

笠井 清登 東京大学

加藤 雅志 国立がん研究センター

菊地 俊暁 杏林大学

肥田 道彦 日本医科大学

近藤 伸介 東京大学医学部附属病院

金野 倫子 日本大学医学部精神医学系精神医学分野

齊藤 聖 国立精神・神経医療研究センター病院

神出 誠一郎 東京大学医学部附属病院

鈴木 正泰 日本大学医学部

高橋 杏子 東京新宿メディカルセンター

田中 伸一郎 杏林大学医学部精神神経科

谷 裕一郎 江東病院

辻野 尚久 東邦大学医学部精神神経医学講座

當間 実名雄 地域医療振興協会　練馬光が丘病院

中嶋 義文 三井記念病院

中原 理佳 国立がん研究センター中央病院

成島 健二 東京都立多摩総合医療センター

長谷川 大輔 東京女子医科大学

馬場 美穂 墨東病院神経科

平島 奈津子 国際医療福祉大学三田病院

鮒田 栄治 東京都立墨東病院

正木 秀和 東京都立多摩総合医療センター

松井 康絵 東京都立大塚病院

真鍋 貴子 東京慈恵会医科大学附属病院

光定 博生 東京医科歯科大学医学部附属病院精神科

安井 玲子 がん研有明病院

安来 大輔 東京都立多摩総合医療センター

山田 智子 東京労災病院

井出 文子

神奈川県 足立 淳 川崎市立多摩病院

長田 賢一 聖マリアンナ医科大学

勝瀬 大海 横浜市立大学医学部

神谷 俊介 北里大学病院

嶋田 宏 横須賀共済病院

高橋 恵理 北里大学医学部

高橋 雄一 横浜市立大学附属市民総合医療センター精神医療センター

玉井 康之 東海大学医学部専門診療学系精神科学

中野 三穂 聖マリアンナ医科大学

成田 博之 藤沢市民病院

二宮 正人 JA神奈川県厚生連　相模原協同病院



長谷川 浩 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院神経精神科

平安 良雄 横浜市立大学

古野 拓 国立病院機構横浜医療センター精神科

前泊 味音 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

丸田 智子 聖マリアンナ医科大学精神神経科学教室

宮地 伸吾 北里大学東病院

矢野 広 東海大学医学部

山田 康弘 済生会横浜市南部病院

新潟県 小河原 克人 しばた心と体クリニック

新藤 雅延 新潟市民病院

富山県 樋口 悠子 富山大学附属病院

古市 厚志 富山大学医学部精神科

石川県 戸田 重誠 金沢大学附属病院

長澤 達也 金沢大学医学部附属病院神経科精神科

橋本 隆紀 金沢大学大学院

平松 茂 公立能登総合病院

福井県 村田 哲人 福井県立病院こころの医療センター

村田 憲治 福井県立すこやかシルバー病院

山梨県 小林 薫 市立甲府病院

安田 和幸 山梨大学医学部

長野県 犬塚 伸 長野県立こころの医療センター　駒ヶ根

荻原 朋美 信州大学医学部精神医学講座

鬼頭 恆 安曇総合病院

杉山 暢宏 信州大学医学部附属病院

髙橋 徹 信州大学医学部精神医学講座

萩原 徹也 信州大学

矢﨑 健彦 信州大学医学部

鷲塚 伸介 信州大学医学部附属病院

静岡県 岩田 泰秀 浜松医科大学医学部附属病院

大城 将也 菊川市立総合病院

桐野 衛二 順天堂大学静岡病院

窪倉 正一 順天堂静岡病院

鈴木 映二 国際医療福祉大学熱海病院

竹林 淳和 浜松医科大学附属病院

中里 一貴 好生会三方原病院

森本 修三 聖隷三方原病院精神科

愛知県 明智 龍男 名古屋市立大学大学院医学研究科

江崎 幸生 藤田保健衛生大学病院

大森 一郎 豊川市民病院

北上 富常 安城更生病院

佐川 竜一 愛知厚生連尾西病院

野方 晋 小牧市民病院

菱田 学 安城更生病院

前川 和範 愛知県厚生連　豊田厚生病院

森 康浩 愛知医科大学精神科学教室

三重県 岡田 元宏 三重大学

松本 卓也 鈴鹿中央総合病院



松山 明道 三重県立志摩病院

滋賀県 角谷 寛 国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院

金井 裕彦 長浜赤十字病院

山田 尚登 滋賀医科大学附属病院

京都府 岸 信之 京都桂病院

近藤 悟 京都民医連第二中央病院神経科

杉田 尚子 京都大学医学部附属病院

杉原 玄一 京都大学医学部附属病院

諏訪 太朗 京都大学医学部付属病院

鑪 直樹 市立福知山市民病院

名越 泰秀 京都第一赤十字病院

星山 有宏 独立行政法人国立病院機構　舞鶴医療センター

村井 俊哉 京都大学医学部附属病院

大阪府 足立 浩祥 大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室

井上 幸紀 大阪市立大学大学院

太田 敦 大阪警察病院

大西 友佑子 市立豊中病院

甲斐 利弘 大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ精神神経科

片上 素久 大阪市立大学大学院医学研究科

壁下 康信 大阪大学医学部附属病院

久保田 拓志 淀川キリスト教病院

谷 宗英 大阪市立大学大学院

谷向 仁 大阪大学大学院医学系研究科　精神医学教室

板東 宏樹 関西医科大学

引地 克仁 大阪市立総合医療センター

松田 泰範 大阪市立大学大学院医学研究科　神経精神医学

松永 秀典 大阪府立急性期・総合医療センター

宮脇 大 大阪市立大学大学院医学研究科

紋川 友美 箕面神経サナトリウム

紋川 明和 箕面神経サナトリウム

兵庫県 宇和 典子 兵庫医科大学精神科神経科

大谷 恭平 西神戸医療センター

木原 章雄 西脇市立西脇病院

久保田 康愛 市立加西病院

笹田 徹 神戸大学医学部附属病院

清野 仁美 兵庫医科大学

曽良 一郎 神戸大学大学院　医学研究科

忠井 俊明 明石市立市民病院

田中 究 兵庫県立光風病院

中元 幸治 神戸市立医療センター西市民病院

福武 将映 神戸市立医療センター中央市民病院

松井 裕介 神戸大学医学部附属病院

松石 邦隆 神戸市立中央市民病院精神神経科

松永 寿人 兵庫医科大学

山村 周平 近畿中央病院

山本 泰司 神戸大学医学部附属病院

奈良県 上村 秀樹 奈良県総合医療センター

和歌山県 鵜飼 聡 和歌山県立医科大学医学部神経精神医学教室

小瀬 朝海 和歌山県立医科大学付属病院

篠崎 和弘 和歌山県立医大精神医学教室



辻 富基美 和歌山県立医科大学

山本 眞弘 和歌山県立医科大学

島根県 岡﨑 四方 島根大学医学部精神医学講座

挾間 玄以 島根県立中央病院

林田 麻衣子 島根大学医学部附属病院

藤村 洋太 島根大学医学部医学科

岡山県 岡久 祐子 岡山大学大学院医歯学総合研究科精神神経病態学教室

小田 幸治 岡山大学病院

梶田 三郎 総合病院 岡山協立病院

末光 俊介 川崎医科大学附属川崎病院

土田 和生 倉敷中央病院心療内科・精神科

宮崎 哲治 川崎医科大学附属病院

広島県 板垣 圭 国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター

髙畑 紳一 県立広島病院

小早川 誠 広島大学病院精神科

柴崎 千代 呉医療センター

竹林 実 国立病院機構呉医療センター精神神経科

町野 彰彦 広島大学病院

香川県 安藤 延男 香川大学医学部

嶋 宏美 香川大学医学部附属病院

吉宗 真治 さぬき市民病院精神科心療内科

愛媛県 上野 修一 愛媛大学大学院医学系研究科

清水 秀明 愛媛大学大学院医学系研究科精神神経科学

永井 美緒 松山赤十字病院

高知県 掛田 恭子 国立大学法人高知大学

上村 直人 高知大学医学部

下寺 信次 高知大学医学部附属病院神経精神科学教室

福岡県 衛藤 暢明 福岡大学附属病院精神神経科

川嵜 弘詔 福岡大学医学部

小路 純央 久留米大学病院

新開 隆弘 産業医科大学　精神医学教室

田中 謙太郎 福岡大学医学部

塚本 竜生 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院

永井 宏 福岡大学医学部

中島 康裕 国立病院機構　小倉医療センター

堀 輝 産業医科大学病院

松下 満彦 福岡大学病院

光安 博志 九州大学病院

山田 英孝 久留米大学医療センター

吉村 玲児 産業医科大学精神医学

長崎県 小澤 寛樹 長崎大学医学部・歯学部附属病院精神科神経科

熊本県 藤瀬 昇 熊本大学医学部附属病院神経精神科

渡辺 健次郎 国立熊本病院神経精神科

宮崎県 橋口 浩志 宮崎県立宮崎病院

鹿児島県 春日井 基文 鹿児島大学病院



肝付 洋 鹿児島大学医学部歯学部附属病院

佐野 輝 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

中村 雅之 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

沖縄県 井上 幸代 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

嘉手納 志乃 那覇市立病院

小松 知己 沖縄協同病院

山田 豪人 沖縄県立宮古病院


