
演題番号 登録ID 氏名（姓） 氏名（名） 所属機関名 8:10-8:40 8:40-9:10 16:30-17:00 17:00-17:30

A-1 ninfct012 難波 広人 大阪市立大学医学部附属病院 ●

A-2 ninfct022 河村 吉紀 藤田医科大学　医学部　小児科学 ●

A-3 ninfct028 山岡 美奈子 奈良県立医科大学　脳神経内科 ●

A-4 ninfct034 嶋田 大祐 奈良県立医科大学　脳神経内科 ●

A-5 ninfct036 古賀 統之 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院　脳血管内科 ●

A-6 ninfct037 島 さゆり 藤田医科大学　医学部　脳神経内科学 ●

A-7 ninfct046 菅田 健 国立病院機構　三重病院　小児科 ●

A-8 ninfct053 石原 資 国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科 ●

A-9 ninfct054 蓑毛 翔吾 東京医科歯科大学　脳神経病態学（脳神経内科）分野 ●

A-10 ninfct057 岩尾 和紀 九州大学病院　脳神経内科 ●

A-11 ninfct064 赤松 真実 藤田医科大学　医学部　小児科学 ●

A-12 ninfct069 髙 梨世子 聖マリアンナ医科大学　内科学　脳神経内科 ●

A-13 ninfct050 田口 丈士 東京医科大学八王子医療センター　脳神経内科 ●

A-14 ninfct062 中村 拓自 佐賀大学医学附属病院　小児科 ●

A-15 ninfct006 足澤 萌奈美 北海道大学　脳神経内科 ●

A-16 ninfct027 松浦 英治 鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　脳神経内科・老年病学分野 ●

A-17 ninfct044 鈴木 佑弥 山形大学医学部　第三内科 ●

A-18 ninfct007 吉橋 廣一 小張総合病院　神経内科 ●

A-19 ninfct013 吉岡 暁 SUBARU健康保険組合太田記念病院 ●

A-20 ninfct035 田崎 健太 日本大学医学部内科学系神経内科学分野 ●

A-22 ninfct068 齊藤 勇二 国立精神・神経医療研究センター病院　脳神経内科 ●

A-23 ninfct001 平賀 陽之 千葉労災病院 ●

A-24 ninfct004 古川 源 藤田医科大学　医学部　小児科学 ●

A-25 ninfct025 藤田 久美子 東京都立駒込病院　脳神経内科 ●

A-26 ninfct026 諸岡 雄也 福岡市立こども病院　総合診療科 ●

A-27 ninfct030 大友 祥子 京都府立医科大学大学院医学研究科　脳神経内科学 ●

A-28 ninfct032 北原 愛弓 がん・感染症センター 都立駒込病院　脳神経内科 ●

A-29 ninfct033 宮﨑 恭平 福島県総合療育センター　小児科 ●

A-30 ninfct038 久米 庸平 福島県立医科大学 小児科学講座 ●

A-31 ninfct048 瀬古 健登 豊川市民病院脳神経内科 ●

A-32 ninfct065 松永 秀典 大阪急性期・総合医療センター　精神科 ●

A-33 ninfct005 濱口 眞衣 獨協医科大学病院　脳神経内科 ●

A-34 ninfct010 後藤 良司 国立国際医療研究センター病院 ●

A-35 ninfct011 中山 晴雄 東邦大学　医療センター　大橋病院　院内感染対策室 ●

A-36 ninfct014 荻根沢 真也 長岡赤十字病院 神経内科 ●

A-37 ninfct017 加納 裕也 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター　脳神経内科 ●

A-38 ninfct019 内多 涼香 東京医科大学病院　小児科・思春期科学分野 ●

A-39 ninfct021 山鹿 哲郎 埼玉医科大学総合医療センター　神経内科 ●

A-40 ninfct031 久保 雄器 SUBARU健康保険組合太田記念病院　脳神経内科 ●

A-41 ninfct040 友田 陽子 亀田総合病院　脳神経内科 ●

A-42 ninfct047 谷口 俊太郎 横浜市立みなと赤十字病院脳神経内科 ●

A-43 ninfct052 菊池 崇之 聖マリアンナ医科大学内科学　脳神経内科 ●

A-45 ninfct009 植田 晃広 藤田医科大学医学部　脳神経内科学 ●

A-46 ninfct018 高木 隆助 山梨大学医学部神経内科学講座 ●

A-47 ninfct051 伊佐早 健司 聖マリアンナ医科大学内科学　脳神経内科 ●

A-48 ninfct071 柏木 英人 東京女子医科大学病院 脳神経内科 ●

A-49 ninfct020 居積　 晃希 広島赤十字・原爆病院 脳神経内科 ●

A-50 ninfct003 大八木 保政 愛媛大学大学院医学系研究科　脳神経内科・老年医学講座 ●

A-51 ninfct029 浜口 毅 金沢大学大学院脳老化・神経病態学（脳神経内科学） ●

A-52 ninfct055 中垣 岳大 長崎大学　大学院　医歯薬学総合研究科　感染分子解析学 ●

A-53 ninfct059 藤田 浩司 徳島大学大学院医歯薬学研究部　臨床神経科学分野 ●

A-54 ninfct073 塚本 忠 国立精神・神経医療研究センター病院　脳神経内科 ●

A-55 ninfct002 高橋 佑介 信州大学医学部脳神経内科、リウマチ・膠原病内科 ●

A-56 ninfct015 水谷 泰彰 藤田医科大学　脳神経内科学 ●

A-57 ninfct024 菊辻 直弥 奈良県立医科大学附属病院　脳神経内科 ●

A-58 ninfct060 福與 なおみ 東北医科薬科大学小児科 ●

A-59 ninfct066 藤田 賢司 医療法人社団ワッフル　ぐんぐんキッズクリニック ●

A-60 ninfct072 吉兼 綾美 藤田医科大学病院医学部小児科 ●

A-61 ninfct008 東井 涼夏 太田記念病院 脳神経内科 ●

A-62 ninfct039 石井 雅宏 産業医科大学　医学部　小児科 ●


