
 
平成 20 年度「運動器の 10 年・骨と関節の日」関連行事 各都道府県担当者一覧 

 
※各都道府県行事の詳細につきましては、下記にお問い合わせください。 

 

都道府県 担当者 医療機関 〒 住所 
TEL（上段） 
FAX（下段） 

北海道 長谷川 功 あすなろ整形外科 004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東2-3-40 
011-801-1800
011-801-1801

[青森市] 
岸谷 雄三 

岸谷整形外科クリニック 030-0853 青森県青森市金沢1-5-7 
017-723-6881
017-723-6881

[弘前市] 
山内 正三 

山内整形外科 036-8095 青森県弘前市城東4-6-17 
0172-26-3336
0172-26-3335

青森県 

[八戸市] 
朴 鍾大 

八戸整形外科 039-1161 青森県八戸市河原木字谷地畑122-1 
0178-29-1616
0178-29-1666

秋田県 小玉 弘之 南秋田整形外科 018-1401 秋田県潟上市昭和大久保字街道下96-2 
018-877-7112
018-877-7114

山形県 鈴木 聡 くのもと整形外科 993-0041 山形県長井市九野本805-16 
0238-84-8880
0238-84-8885

岩手県 駒ヶ嶺 正隆 駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック 020-0034
岩手県盛岡市盛岡駅前通9-10 
丸善ビル3階 

019-622-1121
019-622-1127

宮城県 大山 明 大山医院 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田5-27-6 
022-242-7715
022-242-5614

福島県 渡部 徹 わたなべ整形外科医院 962-0052 福島県須賀川市西川池ノ上51-113 
0248-63-2855
0248-63-2866

[新潟地区］ 
木島 秀人 

木島整形外科 957-0016 新潟県新発田市豊町4-1-4 
0254-26-7271
0254-22-8620

新潟県 

[中越地区］ 
児玉 伸子 

こしじ医院 949-5406 新潟県長岡市浦641-1 
0258-41-0707
0258-41-0708

群馬県 正木 高 正木整形外科医院 370-0061 群馬県高崎市天神町123 
027-363-8188
027-363-8889

稲田 辰一 稲田整形外科医院 321-0932 栃木県宇都宮市平松本町326-1 
028-639-1128
028-639-1136

[県中央地区］ 
富田 勸 

倉持病院 321-0112 栃木県宇都宮市屋板町400-1 
028-657-0366
028-657-0388

[栃木市］ 
天海 憲一 

天海整形外科 328-0053 栃木県栃木市片柳町4-15-30 
0282-20-1313
0282-20-1312

栃木県 

[佐野地区］ 
長澤 正彦 

緑の屋根診療所 327-0843
栃木県佐野市堀米町1348-5 
ハーモネートスクエアビジターセンター1階 

0283-20-2577
0283-20-2578

茨城県 平林 宏之 いちはら病院 300-3295 茨城県つくば市大曽根3681 
029-864-0303
029-864-3678

矢島 秀世 矢島整形外科 359-0037
埼玉県所沢市くすのき台1-12-10 
第3西村ビル1階 

042-995-3863
042-998-2120

埼玉県 

林 承弘 林整形外科 339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-7-6 
048-756-8555
048-756-8556
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都道府県 担当者 医療機関 〒 住所 
TEL（上段） 
FAX（下段） 

千葉県 山越 弘明 山越整形外科 290-0022 千葉県市原市西広4-2-2 
0436-25-1559
0436-25-1632

那須 美智 
宮川 敏行 

日本整形外科学会 事務局 113-8418 東京都文京区本郷2-40-8 
03-3816-3671
03-3818-2337

望月 ひろみ 東京都臨床整形外科医会 事務局 101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-5 
東京都医師会館305号 

03-5283-9022
03-5283-9023

東京都 

[江戸川区] 
泉田 良一 

江戸川病院慶友人工関節センター 133-0052 東京都江戸川区東小岩2-24-18 
0120-51-8120
03-3673-1229

金子 憲作 金子整形外科 239-0821
神奈川県横須賀市東浦賀町1-1-1 
ワンズビル5階 

046-843-2021
046-843-2022

[藤沢市］ 
赤見 恵司 

赤見整形外科 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂2-9-3 
0466-36-7231
0466-36-7231

[相模原市］ 
山徳 義郎 

やまとく整形外科 228-0814 神奈川県相模原市南台5-3-1 
042-740-6631
042-740-6632

[相模原市］ 
清水 正勝  

しみず整形外科 229-0002 神奈川県相模原市淵野辺本町2-16-2 
042-776-2880
042-776-0984

[鎌倉市］ 
吉田 元久 

吉田整形外科医院 248-0027 神奈川県鎌倉市笛田1-4-3 
0467-31-9127
0467-31-6752

[県中央地区］ 
後藤 典彦 

後藤整形外科 243-0815 神奈川県厚木市妻田西2-17-27 
046-223-6333
046-223-7721

[川崎市］ 
中村 信之 

中村整形外科 212-0052
神奈川県川崎市幸区古市場1-21 
カーサ清光 

044-544-1800
044-544-2203

[平塚市］ 
山田 幸宏 

山田整形外科医院 254-0077 神奈川県平塚市東中原1-14-16 
0463-32-8803
0463-32-8424

[横浜市］ 
古谷 正博 

古谷整形外科 230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町2-113-1 
045-501-6461
045-505-2663

神奈川県 

[小田原市］ 
岡部 勝行 

おかべ形成・整形外科クリニック 250-0021 神奈川県小田原市早川3-1-8 
0465-23-1703
0465-23-4703

山梨県 福島 博 福島整形外科医院 400-0117 山梨県甲斐市西八幡1196            
055-279-2255
055-279-2243

長野県 小島 隆史 高田整形外科オルソクリニック 380-0905 長野県長野市鶴賀333-4 
026-227-2510
026-267-7775

富山県 北川 秀機 きたがわ整形外科医院 930-0952 富山県富山市町村2-15  
076-420-3833
076-420-3866

石川県 石野 洋 石野病院 921-8023 石川県金沢市千日町7-15 
076-242-0111
076-242-0169

福井県 宇賀治 行雄 宇賀治整形外科医院 910-0004 福井県福井市宝永1-35-12 
0776-24-2108
0776-24-9335
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都道府県 担当者 医療機関 〒 住所 
TEL（上段） 
FAX（下段） 

[東部地区］ 
松本 安司 

松本整形外科医院 418-0056 静岡県富士宮市西町8-8 
0544-23-7200
0544-22-3272

[中部地区］ 
濱田 一壽 

静岡赤十字病院 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町8-2 
054-254-4311
054-252-8816

[中部地区］ 
浜本 肇 

浜本整形外科医院 420-0805 静岡県静岡市葵区城北40-5 
054-248-6665
054-248-6690

[中部地区］ 
徳山 博士 

徳山整形外科 421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡1954-11 
0548-33-0666
0548-33-0667

静岡県 

[西部地区］ 
大野 正師 

佐鳴台整形外科 432-8221 静岡県浜松市佐鳴台3-43-28  
053-448-7155
053-448-7141

愛知県 太田 邦昭 太田整形外科 441-3141 愛知県豊橋市大岩町北山351 
0532-41-6800
0532-41-6688

岐阜県 佐々木 晃 太田病院 505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町2855-1 
0574-26-1251
0574-27-1823

三重県 加藤 勝洋 加藤整形外科 514-0815 三重県津市藤方1590-1 
059-226-2277
059-224-1215

奈良県 仲西 康豊 仲西整形外科 639-3126 奈良県吉野郡大淀町新野71-1 
0746-32-1801
0746-32-1861

京都府 山下 琢 山下医院 601-8473
京都府京都市南区八条通 
大宮西入ル九条町399-28 

075-691-3808
075-661-3268

大阪府 森本 清一 森本整形外科 557-0032 大阪府大阪市西成区旭1-8-1 
06-6631-6171
06-6644-4330

滋賀県 須津 富鵬 須津整形外科 525-0027 滋賀県草津市町村8-9-1 
077-567-1671
077-567-1531

和歌山県 岩橋 俊幸 いわはしクリニック 641-0051 和歌山県和歌山市西高松2-13-23 
073-446-1884
073-446-5180

兵庫県 松原 司 松原メイフラワー病院 673-1462 兵庫県加東市藤田944-25  
0795-42-8851
0795-42-8857

岡山県 田村 宜夫 田村整形外科 701-1152 岡山県岡山市津高708-1 
086-255-3400
086-255-6653

広島県 平松 廣夫 八丁堀平松整形外科消化器科病院 730-0013 広島県広島市中区八丁堀4-18 
082-221-9515
082-221-9679

清水 正人 清水病院 682-0881 鳥取県倉吉市宮川町129 
0858-22-6161
0858-22-3030

鳥取県 

[中部地区] 
森尾 泰夫 

三朝温泉病院 682-0197 鳥取県東伯郡三朝町山田690 
0858-43-1321
0858-43-2732

島根県 山藤 良史 山藤整形外科医院 698-0003 島根県益田市乙吉町イ338-5 
0856-31-0065
0856-22-1658

山口県 山縣 茂樹 山縣医院 747-0834 山口県防府市田島1092 
0835-22-0246
0835-21-9896
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都道府県 担当者 医療機関 〒 住所 
TEL（上段） 
FAX（下段） 

香川県 大嶋 照久 大嶋整形外科医院 761-1701 香川県高松市香川町大野1092-1 
087-885-3611
087-885-5526

徳島県 田村 阿津王 七條整形外科医院 770-0812 徳島県徳島市北常三島町2-10 
088-622-3030
088-622-3281

愛媛県 相原 忠彦 相原整形外科 790-0924 愛媛県松山市南久米町550-1 
089-970-0222
089-970-0505

高知県 溝渕 弘夫 みぞぶち整形外科クリニック 780-8083 高知県高知市鵜来巣 11-38-10 
088-850-7701
088-850-7702

[福岡地区］ 
河野 渉 

河野整形外科クリニック 812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-2-2 
博多東ハニービル3階 

092-481-7200
092-481-7148

[北九州地区］ 
野口 碩雄 

野口整形外科医院 801-0862 福岡県北九州市門司区錦町10-10 
093-331-7600
093-331-8016

[筑豊地区］ 
古賀 哲二 

古賀整形外科医院 822-0022 福岡県直方市知古1-1-1 
0949-22-0028
0949-22-0193

[筑後地区］ 
宮崎 正樹 

宮崎整形外科医院 839-1204 福岡県久留米市田主丸町殖木240-1 
0944-72-1000
0943-72-1228

福岡県 

[筑後地区］ 
日高 滋紀 

日高整形外科病院 830-0053 福岡県久留米市藤山町湯納楚1644-5 
0942-51-2276
0942-22-5704

佐賀県 石崎 知樹 樋口病院 849-1411 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1 
0954-66-2022
0954-66-5546

長崎県 朝永 正剛 朝永整形外科医院 852-8034 長崎県長崎市城栄町13-5 
095-844-2579
095-844-7811

熊本県 髙橋 利郎 松原リウマチ科・整形外科 862-0920 熊本県熊本市月出5-3-15 
096-214-0551
096-214-0552

大分県 諌山 哲郎 諌山整形外科医院 874-0904 大分県別府市南荘園町20組 
0977-23-1380
0977-23-1238

宮崎県 獅子目 賢一郎 獅子目整形外科病院 880-0121 宮崎県宮崎市島之内6654 
0985-39-1052
0985-37-0652

沖縄県 上原 昌義 沖縄協同病院 整形外科 901-0293 沖縄県豊見城市字真玉橋593-1 
098-850-7951
098-850-0982

 


