
TEL（上段）

FAX（下段）

011-386-8855

011-387-1688

0123-35-2600

0123-35-2601

[八戸市] 0178-71-3000

荒井 久典 0178-71-3022

019-613-2760

019-613-2761

022-248-1665

022-248-1665

018-884-6148

018-836-2617

023-628-5355

023-628-5357

0248-63-2855

0248-63-2866

029-853-3219

029-853-3162

[佐野地区] 0283-23-5151

藤田 聡志 0283-24-6171

027-220-8269

03-3518-2207

03-3518-2208

[藤沢市] 046-654-3411

丸田 喜美子 046-654-3412

[横浜市・横須賀市] 045-911-7111

根上 茂治 045-911-7117

[新潟地区] 025-272-8800

金藤 直樹 025-272-8803

[中越地区] 0258-41-0707

児玉 伸子 0258-41-0708

 076-424-1531

076-422-0667

0776-27-2500

0776-24-8585

058-272-2046

058-274-7588

[西部地区] 055-948-3111

神田章男 055-946-0100

052-737-5880

059-349-5500

059-349-5501

990-9585 山形県山形市飯田西2-2-2

宮城県

秋田県 粕川 雄司 秋田大学整形外科 010-8543 秋田県秋田市本道1-1-1

山形県

医療法人すずき整形外科・小児科内科 982-0012

鈴木 朱美 山形大学医学部整形外科学教室

福島県 渡部 徹 医療法人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

三島 初 茨城県つくば市天王台1-1-1筑波大学医学医療系整形外科 305-8575茨城県

栃木県

群馬県 三枝 德栄

327-0023 栃木県佐野市相生町199
医療法人社団 藤田医院

藤田整形外科医院

群馬大学医学部附属病院 371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-22

東京都

センター北ねがみクリニック 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-33-19

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405

丸田整形外科

奧村栄次郎

原 隆 駅東整形外科 910-0859 福井県福井市日之出2-12-2

きんとう整形外科クリニック 950-0036 新潟県新潟市東区空港西1-19-5

949-5406 新潟県長岡市浦641-1こしじ医院

502-0053 岐阜県岐阜市加納上本町2-16江崎 正浩 河合外科・整形外科

岩手県 室岡 玄洋
むろおか骨粗鬆症・整形外科クリニッ

ク
020-0024 岩手県盛岡市菜園1丁目11-1エスビル菜園4階

鈴木　堅太郎 宮城県仙台市太白区長町南3−35−1

担当者

内藤 貴文 ないとうクリニック 069-0852

令和4年度「運動器の健康・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 医療機関 〒 住所

北海道江別市大麻東町14-6

031-0081 青森県八戸市柏崎5-5-17

北海道

糸賀 英也 恵み野駅いとが整形外科 061-1376 北海道恵庭市恵み野里美1-1-4

青森県
あらい整形外科リハビリテーションク

リニック

251-0027 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡2丁目10‐23

神奈川県

新潟県

富山県 丸箸 兆延 富山県立中央病院整形外科 930−8550 富山県富山市西長江2-2-78

福井県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

410-2295 静岡県伊豆の国市長岡1129
順天堂大学医学部附属静岡病院　整形

外科

坪内 俊二 ツボウチ整形外科 455-0815 愛知県名古屋市港区油屋町3-28-1

510-0884 三重県四日市市泊町2-30半田 忠洋 とまり整形外科



令和4年度「運動器の健康・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。

0748-43-6120

0748-43-6132

075-691-3808

075-661-3268

06-6854-5150

06-6854-1180

[松原市] 072-336-0381

木下裕介 072-330-3380

06-6431-4300

06-6431-6003

0744-22-3051

0744-25-6449

[中部地区] 0858-43-1321

伊田 みどり 0858-43-2732

0852-21-2050

0852-21-2053

082-262-1221

082-262-1222

0827-31-1234

0827-31-1299

088-662-5311

088-662-5533

087-832-8877

087-832-8911

088-822-7660

088-875-8583

[筑後地区] 0942-22-5700

日髙 滋紀 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] 0949-22-1215

西田 智

0952-25-1351

0952-25-1367

095-844-2579

095-844-1772

096-237-1133

096-237-2252

0979-24-0464

0985-85-0986

0985-84-2931

099-252-6622

099-250-6126

098-895-1174

山下 琢

しみず整形外科 560-0021 大阪府豊中市本町3-8-6

松原市医師会（木下整形外科医院） 580-0023 大阪府松原市南新町5-1-35

清水 広太

西川 哲夫 西川整形外科リハビリクリニック 661-0031 兵庫県尼崎市武庫之荘本町1-1-4

河村 健二 奈良県立医科大学整形外科

鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 682-0197 鳥取県東伯郡三朝町山田690

山口 俊昌 山口整形外科医院 690-0826 島根県松江市学園南 1-13-34

佐々木外科整形外科医院 732-0824 広島県広島市南区的場町2-3-9

770-8004 徳島県徳島市津田西町1-2-30

佐々木 和明

森脇 伸二郎 森脇整形外科医院 740-0032 山口県岩国市尾津町2-23-14

田村 阿津王 寺沢病院

西山 徹 かつが整形外科クリニック 761-8012 香川県高松市香西本町114-10

田中 康 田中整形外科病院 780-0901 高知県高知市上町3-2-6

日髙整形外科病院 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 812-0893 福岡県福岡市博多区那珂3-11-15

野口整形外科医院 801-0862 福岡県北九州市門司区錦町10-10

社会保険 直方病院

朝永整形外科医院 852-8034

871‐0012 大分県中津市宮夫17

山本 宮崎大学医学部整形外科学教室 889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原5200番地

822-0024 福岡県直方市須崎町1-1

岸川 陽一 岸川整形外科 840-0027 佐賀県佐賀市本庄町本庄862-1

長崎県長崎市城栄町13-5朝永 正剛

鬼木 泰成 熊本回生会病院 861-3101 熊本県上益城郡嘉島町鯰1880

川嶌 眞之 川嶌整形外科病院

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

鳥取県

島根県

広島県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

山口県

徳島県

香川県

高知県

福岡県

佐賀県

吉川 玄逸 吉川整形外科クリニック 521-1222 滋賀県東近江市佐野町195-1

山下医院 601-8473 京都市南区八条通大宮西入九条町399-28

634-8522 奈良県橿原市四条町840

903-0215 沖縄県中頭郡西原町上原207

林 協司 三愛病院 890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元3-14-7

小渡 恭子 琉球大学医学部整形外科学講座




