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井上　誠士郎 いのうえ　せいしろう 特定医療法人朋友会　石金病院 外来医長 011-762-4111
遠藤 誉宙 えんどう たかみち 山形県立こころの医療センター 医局 0235-64-8100
柏木　理絵 かしわぎ　りえ 札幌こころとからだのクリニック 院長 011-747-6860
狩野　龍之介 かの りゅうのすけ
菅野　庸 かんの　よう こころのホスピタル・古川グリーンヒルズ 院長 0229-22-1190
小林　和人 こばやし　かずと 山容病院 院長　 0234-33-3355
近藤　等 こんどう　ひとし 医療法人朋心会　旭山病院 院長 0229-56-2431
仲唐 安哉 なかとう やすや 北25条メンタルクリニック　あいさに 院長 011-756-2505
原田　研一 はらだ　けんいち 東札幌メンタルクリニック 院長 011-817-1556
三浦　慎次郎 みうら　しんたろう 仙台北部整形外科 副院長 022-776-1888
吉田　恵心 よしだ さとみ 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　 日本海総合病院 精神科

高橋　伸徳 たかはし　しんとく
松井　健一 まつい　けんいち 富山診療所
森本　芳典 もりもと　よしのり 汐彩クリニック　 院長 0259-57-4031

青木 秀晃 あおき ひであき 03-3303-7211
青柳　有希 あおやぎ　ゆうき
阿部　裕 あべ　ゆう 四谷ゆいクリニック 院長 03-5225-1291
井川　真理子 いがわ　まりこ 平沢記念病院 院長 04-2947-2466
石井　紀夫 いしい　のりお 医療法人社団清心会　藤沢病院 院長 0466-23-2343
石束　嘉和 いしづか　よしかず 石束クリニック 院長 03-6411-8739
上原　徹 うえはら　とおる 高崎健康福祉大学大学院　 保健福祉学専攻 教授 027-352-1290
内田　直 うちだ　すなお すなおクリニック 院長 院長(早稲田大学 名誉教授) 048-783-5607
大西　守 おおにし　まもる （公社）日本精神保健福祉連盟 常務理事 03-5232-3308
岡田 祐輝 おかだ ゆうき 慶應義塾大学病院　 03-3353-1211
奥平　智之 おくだいら　ともゆき 医療法人　山口病院（川越） 精神科部長 049-222-0371
岸　泰宏 きし　やすひろ 日本医科大学武蔵小杉病院 精神科 044-733-5181
北原　亜加利 きたはら　あかり 獨協医科大学 精神神経医学講座 0282-87-2400
小林 七彩 こばやし ななせ 東京医科歯科大学 精神科 03-5803-5673
桜井 礼二 さくらい れいじ 桜井病院 0299-42-3922
佐々　毅 さっさ　たけし 新検見川メンタルクリニック 院長 043-213-3777
佐藤　謙伍 さとう　けんご 自治医科大学 精神医学教室 0285-44-2111
治徳　大介 じとく　だいすけ 東京医科歯科大学 精神行動医科学分野 講師 03-5803-5238
鈴木　宏 すずき　ひろし 青葉こころのクリニック 院長 03-5981-0556
須藤　大策 すどう　だいさく
関口　秀文 せきぐち　ひでのり 医療法人高柳会 赤城病院 院長 027-269-5111
高尾　哲也 たかお　てつや 医療法人イプシロン 水戸メンタルクリニック 理事長 029-303-1155
髙木　俊輔 たかぎ　しゅんすけ 東京医科歯科大学大学院　 医歯学総合研究科 精神行動医科学

中島　和樹 なかじま　かずき 慶應義塾大学
平井　伸英 ひらい　のぶひで 東京医科歯科大学 保健管理センター 准教授 03-5803-5081
保坂　隆 ほさか　たかし 保坂サイコオンコロジークリニック 院長 03-6264-1791
堀　正士 ほり　まさし 早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授 03-5286-1500
町田　なな子 まちだ　ななこ 南浦和駅前町田クリニック 医師 048-764-9797
松本　悠 まつもと　ゆう きたなら駅上ほっとクリニック 047-401-1707
丸尾　享司 まるお　たかし 東京医科歯科大学医学部附属病院 精神科
三根　芳明 みね　よしあき 西八王子病院 精神科医 042-654-4551
宮岡　等 みやおか　ひとし 北里大学医学部精神科 教授 042-748-9111
宮崎　伸一 みやざき　しんいち 中央大学　多摩キャンパス 法学部 教授 042-674-3222
毛呂　裕臣 もろ　ひろおみ もろメンタルクリニック 院長 0270-75-2727
安宅　勝弘 やすみ　かつひろ 東京工業大学 保健管理センター 教授 03-5734-2057
矢野　郁明 やの　ふみあき 千葉大学大学院医学研究院 精神医学教室 043-222-7171
山口　聖子 やまぐち　しょうこ 医療法人社団やすらぎ会神奈川中央病院 理事長 046-204-2111
山口　達也 やまぐち　たつや 慶應義塾大学 ｽﾎﾟｰﾂ医学総合ｾﾝﾀｰ 訪問研究員 03-3353-1211
山本　宏明 やまもと　ひろあき 北里大学メディカルセンター 精神科 医長 048-593-1212
湯地　義啓 ゆじ　よしのり 医療法人社団東京愛成会高月病院 医局 042-691-1131
吉野　聡 よしの　さとし 吉野聡産業医事務所 精神科産業医 03-6279-0368
渡辺　剛宏 わたなべ　たけひろ わたなべ医院 院長 045-231-2658

黒川　淳一 くろかわ　じゅんいち 医療法人桜桂会犬山病院 診療部 診療部長 0568-61-1505
平野　貢 ひらの　みつぐ 株式会社豊田自動織機 診療所長 0566-46-6211
吉川　昌希 よしかわ　まさき 松阪厚生病院

岡村　武彦 おかむら　たけひこ 大阪精神医学研究所 新阿武山病院 院長 072-693-1881
谷村　洋平 たにむら　ようへい タニムラ医院 精神科医長 075-392-6811

越智　紳一郎 おち　しんいちろう 愛媛大学 医学部 精神科医局 089-960-5315
木村　尚人 きむら　なおと 一般財団法人創精会　松山記念病院 理事長 089-925-3211
藤田 康孝 ふじた やすたか 医療法人社団更生会草津病院 082-277-1001

今村 明 いまむら あきら 長崎大学病院 地域連携児童思春期精神医学診療部 095-819-7292
貝原　良太 かいはら　りょうた 医療法人貝原医院 院長 0954-22-3366
兼城　賢作 かねしろ　けんさく 兼城医院 理事長 098-929-3000
佐藤　大輔 さとう　だいすけ メンタルホスピタル鹿児島 099-256-4567
田川　雅浩 たがわ　まさひろ 医療法人友愛会　田川療養所 理事長、院長 095-845-2188
棚原　巽 たなはら　たつみ 嬉野が丘サマリヤ人病院 診療部長 098-889-1328
橋口　知 はしぐち　とも 鹿児島大学 教育学系 教授 099-285-8839
福嶋　翔 ふくしま　しょう 厚生会道ノ尾病院 医局 副医局長
諸江　健二 もろえ　けんじ アンジェ心療クリニック 院長 092-717-8281
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