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 高畑　雅彦 北海道大学大学院医学研究科整形外科学分野 講　　師
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吉井　俊貴 東京医科歯科大学大学院整形外科学 助　　教
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吉田　藍 福井大学医学部整形外科
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安田　剛俊 富山大学医学部整形外科

関　庄二 富山大学医学部整形外科
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井上　泰一 自治医科大学整形外科

川崎　洋介 自治医科大学整形外科

伊藤　全哉 名古屋大学医学部整形外科

長谷川　智彦 浜松医科大学整形外科

大和　雄 浜松医科大学整形外科

小林　祥 浜松医科大学整形外科

戸川　大輔 浜松医科大学整形外科

安田　達也 浜松医科大学整形外科

有馬　秀幸 浜松医科大学整形外科

坂野　友啓 浜松医科大学整形外科

中原　康雄 東京大学医学部附属病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部
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塚本　翔 埼玉医科大学ｹﾞﾉﾑ医学研究ｾﾝﾀｰ病態生理部門
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西澤　和也 滋賀医科大学整形外科

山田　宏 和歌山県立医科大学整形外科学

橋爪　洋 和歌山県立医科大学整形外科学

南出　晃人 和歌山県立医科大学整形外科学

中川　幸洋 和歌山県立医科大学整形外科学

岩崎　博 和歌山県立医科大学整形外科学

筒井　俊二 和歌山県立医科大学整形外科学

岡田　基宏 和歌山県立医科大学整形外科学

木岡　雅彦 和歌山県立医科大学整形外科学

石元　優々 和歌山県立医科大学整形外科学

寺口　真年 和歌山県立医科大学整形外科学

籠谷　良平 和歌山県立医科大学整形外科学

神藤　一紀 和歌山県立医科大学整形外科学

岩橋　弘樹 和歌山県立医科大学整形外科学

平野　徹 新潟大学医学部整形外科学教室

渡邊　慶 新潟大学医学部整形外科学教室

勝見　敬一 新潟大学医学部整形外科学教室

和泉　智博 新潟大学医学部整形外科学教室

松永　俊二 今給黎総合病院　整形外科



前田　真吾 鹿児島大学大学院 医療関節材料開発講座

山元　拓哉 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　整形外科・リウマチ外科

田邊　史 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　整形外科・リウマチ外科

棈松　昌彦 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　整形外科・リウマチ外科

冨永　博之 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　整形外科・リウマチ外科

河村　一郎 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　整形外科・リウマチ外科

須藤　英毅 北海道大学大学院整形外科学

長濱　賢 北海道大学大学院整形外科学

平塚　重人 北海道大学大学院整形外科学

校條　祐輔 北海道大学大学院整形外科学

黒木　圭 北海道大学大学院整形外科学

小甲　晃史 北海道大学大学院整形外科学

相澤　俊峰 東北大学医学部整形外科

菅野　晴夫 東北大学医学部整形外科

橋本　功 東北大学医学部整形外科

八幡　健一郎 東北大学医学部整形外科

舘田　聡 東北大学医学部整形外科

村上　英樹 金沢大学整形外科

出村　諭 金沢大学整形外科

加藤　仁志 金沢大学整形外科

五十嵐　峻 金沢大学整形外科

森平　泰 獨協医科大学整形外科学

稲見　聡 獨協医科大学整形外科学

遠藤　健司 東京医科大学整形外科学

上野　竜一 東京医大病院リハビリテーションセンター

池上　諒 東京医大病院リハビリテーションセンター

澤地　恭昇 東京医科大学整形外科学

小坂　泰一 東京医科大学整形外科学

田中　英俊 東京医科大学整形外科学

鈴木　秀和 東京医科大学整形外科学

西村　浩輔 東京医科大学整形外科学

酒井　大輔 東海大学医学部整形外科学

加藤　裕幸 東海大学医学部整形外科学

檜山　明彦 東海大学医学部整形外科学

大槻　文悟 京都大学大学院医学研究科整形外科

木村　浩明 京都大学大学院医学研究科整形外科

清水　孝彬 京都大学大学院医学研究科整形外科

寒竹　司 山口大学整形外科

今城　靖明 山口大学整形外科

鈴木　秀典 山口大学整形外科

大石　正信 九州大学大学院医学研究院整形外科

北村　暁子 名古屋大学医学部整形外科

江幡　重人 山梨大学医学部整形外科学講座

古矢　丈雄 千葉大学整形外科

川端　茂徳 東京医科歯科大学

加藤　剛 東京医科歯科大学

榎本　光裕 東京医科歯科大学

猪瀬　弘之 東京医科歯科大学

山田　剛史 東京医科歯科大学

角谷　智 東京医科歯科大学



小柳津　卓哉 東京医科歯科大学

安田　裕亮 東京医科歯科大学

松本　練平 東京医科歯科大学

牛尾　修太 東京医科歯科大学

齊藤　正徳 東京医科歯科大学

森下　真伍 東京医科歯科大学

新井　嘉容 済生会川口総合病院

相馬　真 済生会川口総合病院

坂井　顕一郎 済生会川口総合病院

鳥越　一郎 済生会川口総合病院

前原　秀二 済生会川口総合病院

進藤　重雄 九段坂病院

大谷　和之 九段坂病院

請川　大 九段坂病院

和田　簡一郎 弘前大学整形外科教室

田中　利弘 弘前大学整形外科教室

板橋　泰斗 弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座

熊谷　玄太郎 弘前大学整形外科教室

古川　賢一 弘前大学薬理学講座

千葉　紀之 弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座

藤田　拓 弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座

劉　希哲 弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座

安藤　圭 名古屋大学医学部整形外科

鵜飼　淳一 名古屋大学医学部整形外科

小林　和克 名古屋大学医学部整形外科

新城　龍一 名古屋大学医学部整形外科

伊藤　研悠 名古屋大学医学部整形外科

石川　喜資 名古屋大学医学部整形外科

飛田　哲朗 名古屋大学医学部整形外科

八木　秀樹 名古屋大学医学部整形外科

都島　幹人 名古屋大学医学部整形外科

松本　明之 名古屋大学医学部整形外科

田中　智史 名古屋大学医学部整形外科

両角　正義 名古屋大学医学部整形外科

竹内　一裕 岡山医療センター整形外科
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