
神経難病患者在宅医療支援事業ブロック専門医一覧（平成31年４月現在） 別添１

都道府県 ブロック拠点病院 〒 所在地 連絡先 備　　　　　　考

宮　城 東北大学病院神経内科 980-8574 仙台市青葉区星陵町１－１ 022-717-7189 教授 ○ 青木　正志 ※

北海道 北海道大学大学院医学研究科神経内科学 060-8638 北海道札幌市北区北15条西7丁目 011-706-6028 名誉教授 佐々木秀直 ※ 連絡先：矢部一郎 准教授

宮　城 国立病院機構　仙台西多賀病院 982-8555 仙台市太白区鈎取本町2丁目11番11号 022-245-2111 院長 武田　篤

青　森

岩　手

秋　田

山　形

福　島

東　京 国立精神・神経医療研究センター 187-8551 小平市小川東町4－1－1 042-341-2711 理事長 ○ 水澤　英洋 ※

茨　城

群　馬

栃　木 自治医科大学 329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1 0285-44-2111 教授 松浦　徹 ※

埼　玉

千　葉

神奈川 横浜市立大学医学部 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 045-787-2800 教授 田中　章景 ※

長　野

新　潟 新潟大学脳研究所神経内科 951-8585 新潟市中央区旭町通1-757 025-227-0666 教授 小野寺　理 ※

石　川 金沢大学医薬保健研究域医学系 脳老化・神経病態学 920-8640 金沢市宝町13-1 076-265-2290 教授 ○ 山田正仁 ※

富　山

福　井 福井大学医学部第二内科 910-1195 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1 0776-61-6000 准教授 濱野　忠則

愛　知 名古屋大学医学部 466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65 052-744-2391 教授 ○ 勝野雅央 ※

山　梨

静　岡 国立病院機構　静岡医療センター 411-8611 静岡県駿東郡清水町長沢762-1 055-975-2000 副院長 溝口　功一 ※

岐　阜

三　重

大　阪 大阪大学医学部神経内科 565-0871 吹田市山田丘2-2 06-6879-5111 教授 ○ 望月秀樹 ※

京　都 京都大学医学部神経内科 606-8507 京都市左京区聖護院川原町54 075-751-4397 教授 高橋良輔 ※

滋　賀

兵　庫

奈　良

和歌山

岡　山 岡山大学病院神経内科 700-8558 岡山市鹿田町2-5-1 086-235-7365 教授 ○ 阿部　康二 ※

島　根

鳥　取 鳥取大学医学部脳神経内科 683-8504 鳥取県米子市西町36-1 0859-33-1111 教授 花島　律子 ※

広　島

徳　島 徳島大学病院　医学部神経内科 770-8503 徳島市蔵本町3丁目18-15 088-633-7207 特任教授 梶　龍児 連絡先：和泉唯信 特任講師

香　川

愛　媛

高　知

福　岡 九州大学神経病研究施設内科部門 812-0054 福岡市東区馬出3-1-1 092-641-1151 教授 ○ 吉良　潤一 ※

山　口

佐　賀

長　崎

熊　本

大　分

宮　崎

鹿児島 公益社団法人鹿児島共済会　南風病院 892-8512 鹿児島県鹿児島市長田町14-3 099-226-9111 院長 福永　秀敏

沖　縄

注１） 「専門医」欄の「○」は、ブロック担当総括専門医であり、「※」は、CＪＤ担当専門医を兼ねている。

注２） クロイツフェルト・ヤコブ病と思料される場合にはＣＪＤ担当専門医に連絡すること。

注３） 専門医等に変更があった場合には、随時厚生労働省健康局難病対策課あてに連絡するものとする。

専門医



神経難病患者在宅医療支援事業ＣＪＤ担当専門医一覧（平成31年４月時点版）
都道府県 ブロック拠点病院 〒 所在地 連絡先 備　　　　　　考

北海道 北海道大学大学院医学研究科神経内科学 060-8638 北海道札幌市北区北15条西7丁目 011-706-6028 名誉教授 佐々木　秀直 連絡先：矢部一郎　准教授
青　森 青森県立中央病院　神経内科 030-8553 青森市東造道２－１－１ 017-726-8111 部長 布村　仁一
岩　手 岩手医科大学 神経内科 020-8505 盛岡市内丸１９－１ 019-651-5111 教授 前田　哲也
宮　城 東北大学大学院医学研究科神経内科学 980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1 022-717-7189 教授 青木　正志
秋　田 国立病院機構あきた病院　神経内科 018-1393 秋田県由利本荘市岩城　内道川字井戸ノ沢84-40　 0184-73-2002 副院長 豊島　至
山　形 国立病院機構山形病院　神経内科 990-0876 山形県山形市行才126番地2 023-684-5566 副院長 川並　透
福　島 福島県立医科大学医学部 神経内科学講座 960-1295 福島市光が丘１ 024-547-1111 教授 金井　数明

茨　城 筑波大学医学医療系　神経内科学 305-8575 茨城県つくば市天王台1-1-1 029-853-3900 教授 玉岡　晃
栃　木 自治医科大学　神経内科 329-0498 下野市薬師寺3311-1 0285-58-7352 教授 松浦　徹
群　馬 群馬大学大学院医学系研究科　脳神経内科学 371-8511 前橋市昭和町３－３９－２２ 027-220-8060 教授 池田　佳生
埼　玉 埼玉医科大学 国際医療センター神経内科 350-1298 埼玉県日高市山根1397-1 042-984-4359 教授 高尾　昌樹
埼　玉 自治医科大学附属さいたま医療センター　神経内科 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-2111 医師 﨑山　快夫
千　葉 千葉大学大学院医学研究院 神経内科学 260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-226-2129 助教 鵜沢 顕之
東　京 国立精神・神経医療研究センター 187-8551 小平市小川東町４－１－１ 042-341-2711 理事長・総長 水澤　英洋
東　京 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 脳神経病態学 113-8519 文京区湯島１－５－４５ 03-5803-5233 准教授 三條　伸夫
東　京 東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻 神経内科学 113-8655 東京都文京区本郷７－３－１ 03-5800-6542 教授 戸田　達史
東　京 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター神経内科 152-8902 東京都目黒区東が丘２－５－１ 03-3411-0111 医長 森田　陽子
東　京 独立行政法人国立病院機構　東京病院神経内科 204-8585 東京都清瀬市竹丘３－１－１ 042-491-2111 医長 小宮　正
東　京 国際医療福祉大学医学部　神経内科学 286-8686 成田市公津の杜4-3 0476-20-7701 主任教授 村井　弘之
神奈川 横浜市立大学附属病院　脳卒中科 236-0004 横浜市金沢区福浦３－９ 045-787-2800 教授 田中　章景
長　野 信州大学医学部附属病院 脳神経内科　リウマチ・膠原病内科 390-8621 松本市旭３－１－１ 0263-37-3427 教授 関島　良樹
新　潟 新潟大学脳研究所神経内科 951-8585 新潟市中央区旭町通１－７５７ 025-227-0666 教授 小野寺　理
新　潟 医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院 940-8621 長岡市神田町３－２－１１ 0258-33-3111 医長 高野　弘基
石　川 金沢大学医薬保健研究域医学系 脳老化・神経病態学 920-8640 金沢市宝町１３－１ 076-265-2290 教授 山田　正仁
富　山 富山大学附属病院　神経内科 930-0194 富山市杉谷2630番地 076-434-2281 教授 中辻　祐司

福　井 福井県立大学 910-1195 吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 0776-61-6000 准教授 濱野　忠則
愛　知 名古屋大学大学院医学系研究科　神経内科 466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町６５ 052-744-2391 教授 勝野 雅央
山　梨 山梨大学 神経内科 409-3898 中央市下河東１１１０ 055-273-1111 教授 瀧山　嘉久
静　岡 静岡富士病院　神経内科 418-0103 静岡県富士宮市上井出８１４ 0544-54-0700 院長 溝口　功一
岐　阜 岐阜大学大学院医学系研究科　神経内科・老年内科 501-1194 岐阜市柳戸1-1 058-230-6253 教授 下畑　享良
三　重 三重大学大学院医学系研究科 神経病態内科学 514-8507 津市江戸橋２－１７４ 059-231-5107 教授 冨本　秀和
京　都 京都大学大学院医学研究科 臨床神経学 606-8507 京都市左京区聖護院川原町５４ 075-751-4397 教授 高橋　良輔
大　阪 大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学 565-0871 吹田市山田丘２－２ 06-6879-5111 教授 望月　秀樹
滋　賀 滋賀医科大学糖尿病腎臓神経内科 520-2192 大津市瀬田月輪町 077-548-2701 講師 川合　寛道
兵　庫 兵庫医科大学病院 663-8501 西宮市武庫川町１－１ 0798-45-6598 教授 芳川　浩男
奈　良 奈良県立医科大学 神経内科 634-8521 橿原市四条町８４０ 0744-29-8860 教授 杉江　和馬
和歌山 和歌山県立医科大学 神経内科学 641-8509 和歌山市紀三井寺８１１－１ 073-447-2300 教授 伊東　秀文
島　根 島根大学医学部附属病院 693-8501 出雲市塩冶町８９－１ 0853-20-2195 教授 山口　修平
鳥　取 鳥取大学医学部脳神経医科学講座脳神経内科分野 683-8504 米子市西町３６－１ 0859-38-6757 教授 花島　律子
岡　山 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　脳神経内科学 700-8558 岡山市北区鹿田町２－５－１ 086-235-7362 教授 阿部　康二
広　島 広島大学大学院　脳神経内科学 734-8551 広島市南区霞１－２－３ 082-257-5200 教授 丸山  博文
徳　島 徳島大学大学院　ヘルスバイオサイエンス研究部 770-8503 徳島市蔵本町３丁目１８－１５ 088-633-7207 特任教授 梶　龍兒 連絡先：和泉唯信 特任講師
香　川 高松神経内科クリニック 760-0027 香川県高松市紺屋町4-10 087-873-2228 院長 山本　光利
香　川 香川大学医学部 看護学科健康科学 761-0793 木田郡三木町池戸1750-1 087-898-5111 教授 峠　哲男
愛　媛 愛媛大学医学部附属病院　薬物療法・神経内科 791-0295 愛媛県東温市志津川４５４ 089-960-5095 教授 野元 正弘
高　知 高知大学医学部 老年病・循環器・神経内科 783-8505 南国市岡豊町小蓮 088-880-2352 助教 大崎　康史
高　知 近森病院　神経内科 780-8522 高知市大川筋１－１－１６　 088-822-5231 部長 山崎　正博
福　岡 九州大学　神経内科 812-8582 福岡市東区馬出３－１－１ 092-642-5340 教授 吉良　潤一
福　岡 九州大学　神経内科 812-8582 福岡市東区馬出３－１－１ 092-642-5340 講師 松下 拓也
山　口 山口大学　神経内科 755-8505 宇部市南小串１－１－１ 0836-22-2111 教授 神田　隆
佐　賀 医療法人社団　高邦会　高木病院　神経内科 831-0016 福岡県大川市酒見141-11 0944-87-0001 部長 雪竹　基弘
長　崎 長崎大学　保健・医療推進センター 852-8521 長崎市文教１－１４ 095-819-2214 センター長 調 　漸
熊　本 熊本大学医学部附属病院　神経内科 860-8556 熊本市中央区本荘１－１－１ 096-373-5893 特任教授 山下　太郎
大　分 大分県立病院 神経内科  870-8511　 大分市大字豊饒４７６ 097-546-7111 部長 法化図　陽一
宮　崎 宮崎大学医学部内科学講座　神経呼吸内分泌代謝学分野 889-1692 宮崎市清武町木原５２００ 0985-85-1510 教授 中里　雅光
鹿児島 鹿児島大学 神経病学講座　神経内科・老年病学 890-8520 鹿児島市桜ヶ丘８－３５－１ 099-275-5330 教授 高嶋　博
沖　縄 沖縄県立中部病院 904-2243 うるま市字宮里２８１ 098-973-4111 部長 城之園　学

注１） 専門医等に変更があった場合には、随時厚生労働省健康局難病対策課あてに連絡するものとする。

佐賀 佐賀大学医学部内科学講座神経内科 849-8501 佐賀市鍋島5-1-1 0952-31-6511 教授、医学部長 原　英夫 追加

専門医


