
TEL（上段）

FAX（下段）

北海道札幌市白石区南郷通8丁目 011-866-3555

北1-33 011-866-3556

北海道札幌市北区北二十九条 011-716-1117

西15丁目3番8号 011-770-7655

[青森市] 0175-64-2525

戸館　克彦 0175-64-2833

[弘前市] 0172-59-0345

工藤　悟 0172-53-7887

[八戸市] 0178-71-3000

荒井　久典 0178-71-3022

019-658-0202

019-658-1222

022-242-7715

022-242-5614

粕川　雄司 秋田大学大学院医学系研究科医学専攻 018-884-6148

田澤　浩 機能展開医学系　整形外科学講座 018-836-2617

023-685-6322

023-685-6322

0248-63-2855

0248-63-2866

029-288-3121

029-288-2637

[県中央地区］ 028-658-8778

富田　勤 028-684-5080

[県中央地区］ 028-639-1128

稲田　辰一 028-639-1136

[佐野地区］ 028-323-5151

藤田 聡志 028-324-6022

群馬大学大学院医学系研究科医科学専攻 027-220-8269

器官機能制御学講座整形外科 027-220-8275

048-969-1154

048-969-1155

0436-25-1559

0436-25-1632

東京都千代田区神田駿河台2-5 03-5283-9022

東京都医師会館305号 03-5283-9023

[江戸川区] 03-3673-1221

泉田　良一 03-3673-1229

03-3816-3671

03-3818-2337

東京都

望月　ひろみ 東京都臨床整形外科医会　事務局 101-0062

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

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

山越　弘明 山越整形外科 290-0022 千葉県市原市西広4-2-2

埼玉県 鮫島　弘武 さめしま整形外科 343-0808 埼玉県越谷市赤山本町6-7

千葉県

群馬県 田鹿　毅 371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-22

倉持整形外科内科 321-0166 栃木県宇都宮市今宮3-1-6

稲田整形外科医院 321-0932 栃木県宇都宮市平松本町326-1

平本整形外科 990-2227 山形県山形市千石65

茨城県 山﨑　雄一郎 石塚地方病院 311-4303 茨城県東茨城郡城里町石塚1337

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

青森県

戸館内科整形外科医院 039-3131 青森県上北郡野辺地町宇野辺地261-1

工藤さとる整形外科クリニック

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

岩手県 鈴木　正弘 鈴木整形外科 020-0866 岩手県盛岡市本宮字石仏20-1

北海道

杉本 禎志 南郷通り整形外科 003-0023

036-0326 青森県黒石市野添町64-3

平成25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

藤田整形外科 327-0023 栃木県佐野市相生町199

栃木県

糸賀　英也 整形外科新川駅いとがクリニック 001-0029

あらい整形外科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ 031-0081 青森県八戸市柏崎5-5-17

秋田県 010-8543 秋田県秋田市本道一丁目1-1

山形県 平本　典利
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TEL（上段）

FAX（下段）
都道府県 担当者 医療機関 〒 住所

046-843-2021

046-843-2022

神奈川県横浜市都筑区中川中央1-35-16 045-911-7111

マイキャスルセンター北1F、2F 045-911-7117

[藤沢市］ 神奈川県藤沢市高倉651 046-644-6300

渡邉　仁美 スズヒロビル2F 046-644-6300

[川崎市］ 044-544-1800

中村　信之 044-544-2203

[小田原市］ 046-523-1703

岡部　勝行 046-523-4703

[相模原市］ 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町 042-776-2880

清水　正勝 2-16-2

[新潟地区］ 0254-26-7271

木島　秀人 0254-24-9331

[中越地区］ 0258-41-0707

児玉　伸子 0258-41-0708

076-425-2331

076-424-3964

076-242-0111

076-242-0169

0776-35-2400

0776-35-3256

055-254-0511

026-227-2510

026-267-7775

0575-21-0400

0575-21-0342

[東部地区］ 0545-51-3751

渡邉英一郎

[中部地区］ 054-247-6251

滝川　一晴 054-247-6259

[中部地区］ 054-248-6665

浜本　肇 054-248-6690

[中部地区］ 0548-33-0666

徳山　博士 0548-33-0667

[西部地区] 053-522-4121

種部 直之 053-522-4161

052-935-5965

052-979-3667

0596-23-1212

0596-25-6766

077-578-2886

077-578-3214

センター北　根上整形外科医院 224-0003
[横浜市]
[横須賀市]
根上　茂治

しみず整形外科 252-0202

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

神奈川県

252-0802

520-0105 滋賀県大津市下阪本6-21-5

三重県 山添　好宏 山添整形外科 516-0036 三重県伊勢市岡本2-1-40

愛知県 伊藤　貴 医療法人恵心会　いとう整形外科・外科 461-0022 愛知県名古屋市東区東大曽根町39-9

浜本整形外科医院 420-0805 静岡県静岡市葵区城北40-5

種部整形外科医院 431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川7172-2254

医療法人社団博英会　徳山整形外科 421-0303 静岡県楱原郡吉田町片岡1954-11

静岡県

静岡県立こども病院整形外科 420-8660 静岡県静岡市葵区漆山860

滋賀県 葦原　滋 あしはら整形外科

岐阜県 喜久生　明男 きくいけ整形外科 501-3217 岐阜県関市下有知5230-1

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

藤原　篤 藤原整形外科 400-0016 山梨県甲府市武田3-3-9

医療法人社団英志会 渡辺病院 417-0045 静岡県富士市錦町1丁目4-23

福井県 片山　元 片山整形外科 918-8016 福井県福井市江端町13-15-4

山梨県

木島整形外科 957-0016 新潟県新発田市豊町4-1-4

石川県 石野　洋 石野病院 921-8023 石川県金沢市千日町7-15

大成　永人 大成整形外科医院 930-0982 富山県富山市荒川5-2-51

新潟県

富山県

おかべ形成・整形外科クリニック 250-0021

中村整形外科 212-0052 神奈川県川崎市幸区古市場1-21

神奈川県小田原市早川3-1-8

渡辺整形外科クリニック

こしじ医院 949-5406 新潟県長岡市浦641-1
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TEL（上段）

FAX（下段）
都道府県 担当者 医療機関 〒 住所

京都府京都市南区八条通 075-691-3808

大宮西入ル九条町399-28 075-661-3268

大阪府羽曳野市白鳥2-16-29 072-957-6815

H&Kビル1F 072-957-6816

06-6631-6171

06-6644-4330

06-6779-5586

06-6779-5587

06-6431-4300

06-6431-6003

0744-22-3051

0744-25-6449

073-451-5855

073-451-6156

[西部地区] 0859-31-6651

山縣　昇 0859-34-6021

[中部地区] 0858-43-1321

石井　博之 0858-43-2732

0853-63-2020

0853-63-3977

086-265-9200

082-256-3650

082-256-3676

0827-43-1235

088-663-2488

088-663-4013

087-885-3611

087-885-5526

089-964-1611

089-964-1658

088-850-7701

088-850-7702

0942-22-5700

0942-22-5704

[福岡地区］ 092-411-3205

山口　登 092-482-8756

[北九州地区］ 093-331-7600

野口　碩雄 093-331-8016

[筑豊地区］ 0949-22-0028

古賀　哲二 0949-22-0193

0954-66-2022

0954-66-5546

福岡県北九州市門司区錦町10-10

812-0893 福岡県福岡市博多区那珂3-11-15

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

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

福岡県

医療法人　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

山口整形外科医院

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11-38-10-1階

古賀整形外科医院 822-0022 福岡県直方市知古1-1-1

野口整形外科医院 801-0862

山口県 守田　英樹 岩国整形外科 741-0061 山口県岩国市錦見6丁目13-40

愛媛県 西本　章 医療法人　西本整形外科 791-0212 愛媛県東温市田窪303-1

広島県 平松　廣夫 ヒロシマ平松病院 732-0816 広島市南区比治山本町11-27

岡山県 吉村　一穂 芳泉整形外科 702-8021 岡山県岡山市南区福田274

徳島県 田村　阿津王 田村病院 770-8007 徳島県徳島市新浜本町2-2-5

吉直　正俊 吉直整形外科クリニック 691-0002 島根県出雲市西平田町242番地島根県

三朝温泉病院 682-0197 鳥取県東伯郡三朝町山田690

鳥取県

山県整形外科医院 683-0845 鳥取県米子市旗ケ崎1-5-6

和歌山県 小椋　廣次 こむく整形外科 640-8412 和歌山市狐島373-1

奈良県 城戸　顕 奈良県立医科大学　整形外科 634-8522 奈良県橿原市四条町840

兵庫県 西川 哲夫 西川整形外科クリニック 661-0031 尼崎市武庫之荘本町 1丁目2-1

小林　正之 小林整形外科診療所 543-0052 大阪市天王寺区大道4-2-21

ますだ整形外科クリニック 583-0856

大阪府

増田 博

京都府 山下　琢 山下医院 601-8473

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

[筑後地区]
日高　滋紀
二之宮　沙織
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TEL（上段）

FAX（下段）
都道府県 担当者 医療機関 〒 住所

095-844-2579

095-844-7811

096-214-0551

096-214-0651

0977-23-1380

0977-23-1238

0985-73-0633

0985-73-0767

099-252-6622

099-250-6126

098-853-1200

098-853-1217
沖縄県那覇市古波蔵4-10-55

熊本県 松原　三郎 松原リウマチ科・整形外科 862-0920 熊本県熊本市月出5-3-15

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

鹿児島県 林　協司 医）三愛会　整形外科三愛病院 890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元3-14-7

諌山整形外科医院 874-0904 大分県別府市南荘園町20組

宮崎県 宮元　修一 宮元整形外科医院 880-0211 宮崎県宮崎市佐土原町下田島12372

大分県 諌山　哲郎

沖縄県 上原　昌義 沖縄協同病院 整形外科 900-8558
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