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区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 菅野 伸彦
大阪大学大学院医学系研究科 運動器医工学治療学寄附講
座

寄附講座教授

研 究 分 担 者 久保 俊一 京都地域医療学際研究所 所　長

馬渡 正明 佐賀大学医学部 整形外科学 教　授

山本 謙吾 東京医科大学医学部 整形外科学 主任教授

帖佐 悦男 宮崎大学医学部 感覚運動医学講座 整形外科学 教　授

湏藤 啓広
三重大学大学院医学系研究科 臨床医学系講座 運動器外科
学・腫瘍集学治療学

教　授

田中　栄 東京大学医学部附属病院 整形外科 教　授

尾﨑　誠
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 展開医
療科学講座 整形外科学

教　授

伊藤　浩 旭川医科大学医学部 整形外科学 教　授

髙木 理彰 山形大学大学院医学系研究科 医学専攻 臨床講座 整形外科学 教　授

松田 秀一
京都大学大学院医学研究科 感覚運動系外科学講座 整形外
科学

教　授

秋山 治彦 岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学 教　授

名越　智 札幌医科大学 生体工学・運動器治療開発講座 特任教授

小林 千益 諏訪赤十字病院 整形外科 副院長

福島 若葉
公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院医学研究科 公衆衛
生学

教　授

稲葉　裕 横浜市立大学大学院医学研究科 整形外科学 主任教授

山本 卓明 福岡大学医学部 整形外科学 教　授

中島 康晴
九州大学大学院医学研究院 臨床医学部門 外科学講座 整
形外科学

教　授

神野 哲也 獨協医科大学医学部 整形外科学 教　授

兼氏　歩 金沢医科大学医学部 整形外科学 特任教授

坂井 孝司 山口大学大学院医学系研究科 整形外科学 教　授

三島　初 筑波大学医学医療系 整形外科 准教授

加畑 多文 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 整形外科学 准教授

上杉 裕子 金城学院大学　看護学部 教　授

三木 秀宣 国立病院機構大阪医療センター 整形外科 科　長

関　泰輔 名古屋大学医学部附属病院 整形外科 病院講師

仲宗根 哲 琉球大学医学部附属病院 整形外科 講　師

髙橋 大介 北海道大学 北海道大学病院整形外科 講　師

特発性大腿骨頭壊死症の医療水準及び患者QOL向上に資する大規模多施設研究班



研 究 分 担 者 髙尾 正樹 愛媛大学　整形外科 教　授

安藤　渉 関西労災病院　整形外科 部　長

濱田 英敏
大阪大学大学院医学系研究科 運動器医工学治療学寄附講
座

寄附講座講師

研 究 協 力 者 上島 圭一郎 京都地域医療学際研究所 がくさい病院 院　長

間島 直彦
愛媛大学大学院医学系研究科 整形外科学 地域医療再生学
講座

教　授

市堰　徹 金沢医科大学医学部 臨床医学 整形外科学 臨床教授

伊藤 一弥 保健医療経営大学 保健医療経営学部 教　授

加来 信広 大分大学医学部 整形外科学 准教授

西井　孝
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医
療センター 整形外科

主任部長

山崎 琢磨 国立病院機構呉医療センター 中国がんセンター 整形外科
リハビリテーション科

科　長

宍戸 孝明 東京医科大学医学部 整形外科学 准教授

山本 祐司 弘前大学大学院医学研究科 医科学専攻 臨床講座 整形外科学 准教授

本村 悟朗
九州大学大学院医学研究院 臨床医学部門 外科学講座 整
形外科学

准教授

大田 陽一
公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院医学研究科 感覚・
運動機能医学講座 整形外科学

講　師

中村 順一 千葉大学大学院医学研究院 整形外科学 講　師

渡邉　実 昭和大学藤が丘病院 整形外科 講　師

藤元 祐介
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 先進治療科学専攻運
動機能修復学講座　整形外科学

特任助教

黒田　隆 京都大学医学部附属病院 整形外科 助　教

田中 健之 東京大学大学医学部附属病院 整形外科 助　教

伊藤 重治 山形大学医学部 整形外科学 助　教

林　申也 神戸大学医学部附属病院 整形外科 助　教

鉄永 智紀
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生体機能再生・再建
学講座 整形外科学

助　教

宮武 和正
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 生体支持組織
学講座 運動器外科学

助　教

庄司 剛士
広島大学大学院医歯薬保健学研究科 人工関節生体材料学
講座

助　教

今釜　崇 山口大学大学院医学系研究科 整形外科学 講　師


