
 
一般社団法人　日本小児神経学会　理事・評議員名簿 

Ⅰ 理事長 高橋　孝雄 慶應義塾大学医学部小児科

Ⅱ 理    事 伊東　恭子 京都府立医科大学大学院医学研究科分子病態病理学

岡　     明 東京大学医学部小児科

小国　弘量 東京女子医科大学病院小児科

奥村　彰久 愛知医科大学小児科

川井　   充 国立病院機構東埼玉病院

小林　勝弘 岡山大学病院小児神経科

近藤　和泉 国立長寿医療研究センターリハビリテーション科

齋藤　伸治 名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野

坂本　博昭 大阪市立総合医療センター小児脳神経外科

佐々木征行 国立精神・神経医療研究センター病院小児神経科

新島　新一 順天堂大学医学部附属練馬病院小児科

萩野谷和裕 宮城県立こども病院

浜野晋一郎 埼玉県立小児医療センター神経科

林　    雅晴 東京都医学総合研究所脳発達・神経再生研究分野

前垣　義弘 鳥取大学医学部脳神経小児科

水口　    雅 東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻発達医科学分野

山下裕史朗 久留米大学医学部小児科

山内　秀雄 埼玉医科大学小児科

山本　   仁 聖マリアンナ医科大学小児科

Ⅲ　監    事 玉井　　 浩 大阪医科大学小児科

山下　純正 神奈川県立こども医療センター

2016年6月6日現在
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Ⅳ　会    長 第59回学術集会 玉井　　浩

Ⅴ  次期会長 第60回学術集会 岡　　　明

Ⅵ　次々期会長 第61回学術集会 齋藤　伸治

Ⅶ　評議員 相原　正男 山梨大学医学部健康・生活支援看護学講座

赤坂　紀幸 新潟県はまぐみ小児療育センター小児科

秋山　倫之 岡山大学病院小児神経科

麻生　幸三郎 愛知県心身障害者コロニーこばと学園

足立　昌夫 あだちこども診療所小児科

荒木　章子 北海道こども心療内科氏家医院小児科

荒木　敦 済生会野江病院小児科

粟屋　智就 京都大学医学部附属病院小児科

安藤　直樹 城西こどもクリニック小児科、小児神経内科アレルギー科

石川　暢恒 広島大学病院小児科

石川　悠加 国立病院機構八雲病院小児科

石川　幸辰 国立病院機構八雲病院小児科

石原　尚子 藤田保健衛生大学医学部小児科

伊住　浩史 鼓ヶ浦こども医療福祉センター小児科

井田　博幸 東京慈恵会医科大学小児科

市山　高志 鼓ヶ浦こども医療福祉センター

伊東　恭子 京都府立医科大学大学院医学研究科分子病態病理学

伊藤　弘道 徳島大学医学部小児科

伊藤　康 総合母子保健センター愛育病院小児科

糸数　直哉 どんぐりこども診療所

糸見　和也 あいち小児保健医療総合センター神経科

稲垣　隆介 茨城県立こども病院小児脳神経外科

稲垣　真澄 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 知的障害研究部

稲葉　雄二 信州大学医学部小児科

井上　貴仁 福岡大学医学部小児科

井原　哲 東京都立小児総合医療センター脳神経外科

今高　城治 獨協医科大学医学部小児科学

今村　淳 岐阜県総合医療センター小児科

岩崎　俊之 北里大学医学部小児科

岩崎　信明 茨城県立医療大学保健医療学部医科学センター

岩崎　裕治 東京都立東部療育センター

植松　貢 東北大学病院小児科
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宇都宮　英綱 高槻病院小児脳神経センター小児脳神経外科

榎　日出夫 聖隷浜松病院小児神経科

大坪　宏 The Hospital for Sick Children

大野　雅樹 国立病院機構紫香楽病院

大場　洋 帝京大学医学部放射線科

大府　正治 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児神経科

大守　伊織 岡山大学大学院教育学研究科特別支援教育

岡　明 東京大学医学部小児科

岡　牧郎 岡山大学医学部小児神経科

岡西　徹 聖隷浜松病院小児神経科

小川　厚 福岡大学筑紫病院小児科

沖　潤一 旭川厚生病院小児科

荻野　竜也 中国学園大学子ども学部子ども学科

小国　弘量 東京女子医科大学病院小児科

奥村　彰久 愛知医科大学小児科

小倉　加恵子 森之宮病院小児神経科

小坂　仁 自治医科大学小児科

長村　敏生 京都第二赤十字病院小児科

小沢　浩 島田療育センターはちおうじ

小野　次朗 和歌山県発達障害者支援センター

加賀　佳美 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 知的障害研究部

加藤　善一郎 岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科生命情報研究領域

加藤　竹雄 京都大学大学院医学研究科医学部発達小児科学教室

加藤　徹 岡崎市民病院脳神経小児科

加藤　光広 昭和大学小児科学教室

金村　英秋 山梨大学医学部小児科

亀井　淳 岩手医科大学小児科

川井　充 国立病院機構東埼玉病院

川上　康彦 日本医科大学多摩永山病院小児科

川谷　正男 福井大学医学部附属病院小児科

川脇　寿 大阪市立総合医療センター小児神経内科

菊池　健二郎 東京慈恵会医科大学小児科学講座

菊地　正広 日立総合病院小児科

岸　高正 広島記念病院小児科

城所　博之 名古屋大学医学部附属病院小児科

木村　重美 熊本市子ども発達支援センター

3



 
吉良　龍太郎 福岡市立こども病院小児神経科

久保田　健夫 山梨大学大学院医学工学総合研究部環境遺伝医学講座

久保田　哲夫 安城更生病院小児科

久保田　雅也 国立成育医療研究センター病院内科系専門診療部 神経内科

熊田　聡子 東京都立神経病院神経小児科

熊田　知浩 滋賀県立小児保健医療センター小児科

口分田　政夫 びわこ学園医療福祉センター草津小児科

栗原　まな 神奈川県総合リハビリテーション病院小児科

呉　繁夫 東北大学大学院医学系研究科小児病態学分野

黒澤　健司 神奈川県立こども医療センター遺伝科

呉　東進 京都大学大学院医学研究科エコチル調査京都ユニットセンター

小出　信雄 むつ総合病院小児神経科

神山　潤 東京ベイ・浦安市川医療センター

小枝　達也 国立成育医療研究センターこころの診療部

後藤　一也 国立病院機構西別府病院小児科

後藤　知英 神奈川県立こども医療センター神経内科

後藤　雄一 国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第二部

小林　勝弘 岡山大学病院小児神経科

小牧　宏文 国立精神・神経医療研究センター病院小児神経科

是松　聖悟 大分大学医学部地域医療・小児科分野

近藤　和泉 国立長寿医療研究センターリハビリテーション科

斎藤　加代子 東京女子医科大学附属遺伝子医療センター

齋藤　伸治 名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野

齊藤　利雄 国立病院機構刀根山病院神経内科・小児神経内科

斉藤　真木子 東京大学大学院医学系研究科発達医科学

斎藤　義朗 鳥取大学医学部脳神経小児科

酒井　規夫 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻生命育成看護科学講座

酒井　康成 九州大学病院小児科

榊原　洋一 お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科

坂本　博昭 大阪市立総合医療センター小児脳神経外科

作田　亮一 獨協医科大学越谷病院子どものこころ診療センター

佐久間　悟 大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学

佐久間　啓 東京都医学総合研究所脳発達・神経再生研究分野

佐々木　征行 国立精神・神経医療研究センター病院小児神経科

沢石　由記夫 秋田県立医療療育センター小児科

椎原　隆 群馬県立小児医療センター神経内科
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椎原　弘章 あしかがの森足利病院神経小児科

塩見　正司 石井記念愛染園附属愛染橋病院小児科

島川　修一 大阪医科大学附属病院小児科中央検査部

清水　教一 東邦大学医療センター大橋病院小児科

下泉　秀夫 国際医療福祉リハビリテーションセンターなす療育園

下川　尚子 佐賀大学医学部脳神経外科

下澤　伸行 岐阜大学生命科学総合研究支援センターゲノム研究分野

下野　九理子 大阪大学連合小児発達学研究科

下野　昌幸 産業医科大学小児科

白石　秀明 北海道大学病院小児科

白坂　幸義 しらさかクリニック

新宅　治夫 大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学分野

須貝　研司 国立精神・神経医療研究センター病院小児神経科

杉浦　千登勢 鳥取県立厚生病院脳神経小児科

杉田　克生 千葉大学教育学部基礎医科学

鈴木　基正 あいち小児保健医療総合センター神経科

鈴木　保宏 大阪府立母子保健総合医療センター小児神経科

鈴木　由香 松山赤十字病院小児科

須藤　章 楡の会こどもクリニック

関　あゆみ 北海道大学大学院教育学研究院人間発達科学分野

瀬島　斉 松江赤十字病院小児科

瀬戸　俊之 大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学

曽根　翠 東京都立東大和療育センター小児科

高田　哲 神戸大学大学院保健学研究科地域保健学領域

高梨　潤一 東京女子医科大学八千代医療センター小児科

高野　知行 滋賀医科大学小児科

髙橋　悟 旭川医科大学小児科

高橋　孝雄 慶應義塾大学医学部小児科

高橋　幸利 国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター小児科

髙柳　勝 仙台市立病院小児科

竹島　泰弘 兵庫医科大学小児科学

武内　俊樹 慶應義塾大学医学部小児科

多田　弘子 千葉県済生会習志野病院小児科

田角　勝 昭和大学医学部小児科

舘野　昭彦 東邦大学医療センター佐倉病院小児科

田中　総一郎 医）はるたか会あおぞら診療所新松戸
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田中　肇 北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター小児科

田中　政幸 国立病院機構東近江総合医療センター小児科

田辺　卓也 田辺こどもクリニック小児科・小児神経内科

田沼　直之 東京都立府中療育センター小児科

玉井　浩 大阪医科大学小児科

千代延　友裕 京都府立医科大学附属北部医療センター

常石　秀市 医療福祉センターきずな小児科

津留　陽 国立病院機構長崎病院小児科

鶴澤　礼実 福岡大学筑紫病院小児科

東田　好広 徳島大学病院小児科

遠山　潤 国立病院機構西新潟中央病院小児科

戸田　達史 神戸大学大学院医学研究科神経内科学

友田　明美 福井大学子どものこころの発達研究センター

豊島　光雄 サンタこどもクリニック

鳥巣　浩幸 福岡歯科大学医科歯科総合病院小児科

鳥邊　泰久 鳥辺医院

中井　昭夫 兵庫県立リハビリテーション中央病院子どもの睡眠と発達医療センター

中川　栄二 国立精神・神経医療研究センター病院外来部

長澤　哲郎 東京都立府中療育センター小児科

中澤　友幸 豊島病院小児科

中野　和俊 なかの小児科クリニック

中野　広輔 愛媛大学教育学部特別支援教育講座

永光　信一郎 久留米大学医学部小児科

中村　和幸 山形大学医学部附属病院小児科

中村　みほ 愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所機能発達学部

夏目　淳 名古屋大学医学部附属病院小児科

青天目　信 大阪大学大学院医学系研究科小児科学

奈良　隆寛 宮城県立こども病院リハビリテーション科

成田　正明 三重大学大学院医学系研究科発生再生医学

難波　栄二 鳥取大学生命機能研究支援センター遺伝子診療科

新島　新一 順天堂大学医学部附属練馬病院小児科

新井田　要 金沢医科大学総合医学研究所先端医療研究領域遺伝子疾患研究分野

二階堂　弘輝 北海道立子ども総合医療・療育センター

西村　陽 京都第一赤十字病院新生児科

根津　敦夫 横浜医療福祉センター港南

萩野谷　和裕 宮城県立こども病院
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畠山　和男 山梨県立あけぼの医療福祉センター小児科

服部　春生 はっとりこどもクリニック

服部　英司 西宮すなご医療福祉センター

浜野　晋一郎 埼玉県立小児医療センター神経科

早川　文雄 岡崎市民病院小児科

林　北見 東京女子医科大学八千代医療センター発達小児科

林　隆 西川医院発達診療部発達障害研究センター

林　雅晴 東京都医学総合研究所脳発達・神経再生研究分野

原　寿郎 福岡市立こども病院

日暮　憲道 東京慈恵会医科大学小児科

平澤　恭子 東京女子医科大学病院小児科

廣瀬　伸一 福岡大学医学部小児科

広瀬　宏之 横須賀市療育相談センター

福田　冬季子 浜松医科大学小児科学

福田　光成 愛媛大学医学部附属病院周産母子センター

福水　道郎 東京都立府中療育センター小児科

福與　なおみ 東北大学病院遺伝子診療部

藤井　克則 千葉大学大学院医学研究院小児病態学

藤井　達哉 滋賀県立小児保健医療センター

藤田　之彦 日本大学医学部医学教育企画・推進室

藤本　礼尚 聖隷浜松病院てんかんセンター

藤本　伸治 つつじが丘こどもクリニック

渕上　達夫 日本大学病院総合診療センター小児科

古荘　純一 青山学院大学教育人間科学部教育学科

星　詳子 浜松医科大学ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｫﾄﾆｸｽ研究ｾﾝﾀｰ生体医用光学研究室

細川　卓利 細木病院小児科

細矢　光亮 福島県立医科大学小児科

本田　涼子 国立病院機構長崎医療センター小児科

前垣　義弘 鳥取大学医学部脳神経小児科

前澤　眞理子 鶴見大学短期大学部歯科衛生科

前田　知己 大分大学医学部小児科

松尾　宗明 佐賀大学医学部小児科

松阪　康弘 大阪市立総合医療センター小児脳神経外科

丸山　幸一 愛知県心身障害者コロニー中央病院小児神経科
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三浦　清邦 豊田市こども発達センター

水口　雅 東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻発達医科学分野

南　弘一 和歌山県立医科大学小児科

南　武嗣 医療法人たけのこ会みなみクリニック

御牧　信義 倉敷成人病センター小児科

三牧　正和 帝京大学医学部小児科

宮　一志 富山大学人間発達科学部発達教育学科

宮崎　雅仁 小児科内科三好医院

宮島　祐 東京医科大学小児科

宮田　理英 東京北医療センター小児科

三山　佐保子 東京都立小児総合医療センター神経内科

宮本　晶恵 北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター小児科

宮本　雄策 川崎市立多摩病院小児科

村上　貴孝 中野こども病院小児科

村上　信行 獨協医科大学越谷病院小児科

村中　秀樹 むらなか小児科内科

村松　一洋 群馬大学大学院医学系研究科小児科学

森　健治 徳島大学大学院子どもの保健･看護学分野

森　雅人 松戸市立病院小児医療センター小児科

森本　昌史 京都府立医科大学小児科

師田　信人 東京都立小児総合医療センター脳神経外科

八木　信一 八木小児科医院

安原　昭博 安原こどもクリニック

安元　佐和 福岡大学医学部医学教育推進講座

柳川　敏彦 和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科

山形　崇倫 自治医科大学小児科学

山下　純正 神奈川県立こども医療センター重症心身障害児施設

山下　裕史朗 久留米大学医学部小児科

山中　岳 東京医科大学小児科

山内　秀雄 埼玉医科大学小児科

山本　俊至 東京女子医科大学統合医科学研究所

山本　仁 聖マリアンナ医科大学小児科

横山　浩之 福島県立医科大学ふくしま子ども・女性医療支援センター

吉川　秀人 あたごこどもクリニック

吉永　治美 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科発達神経病態学

米山　明 心身障害児総合医療療育センター小児科

8



 
若本　裕之 愛媛県立子ども療育センター小児科

和田　敬仁 京都大学医学研究科医療倫理学・遺伝医療学分野
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