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1 札幌徳洲会病院 http://www.tokushukai.or.jp/hsp/sapporo/ 整形外科外傷センター 辻 英樹 中條 秀樹（秘書） 011-890-1110 dr-edu★satutoku.jp

2 東北海道病院 http://www.easthokkaidohospital.com/ 整形外科 戸部 正博 0154-23-3425 info★easthokkaidohospital.com

3 東京済生会中央病院 http://www.saichu.jp/department/orthopedics/ 整形外科 亀山 真 03-3451-8211 BZA00713★nifty.com

4 日本医科大学 http://hosp.nms.ac.jp/shinryo/orthopedics.html 整形外科 南野 光彦 03-3822-2131

5 明理会中央総合病院 http://www.ims.gr.jp/meirikaichuo/ 整形外科 大泉 旭 03-5902-1199 akira★nms.ac.jp

6 東京医科大学 http://www.tokyo-med.ac.jp/ortho/ 整形外科 山本 謙吾 03-3342-6111 kyamamoto★pf6.so-net.ne.jp

7 帝京大学医学部 http://www.teikyo-orthop.com/ 整形外科学講座 松井 健太郎 03-3964-1211 orthop★med.teikyo-u.ac.jp

8 帝京大学医学部 附属病院外傷センター http://www.teikyo-hospital.jp/medical/trcs/reconstraction.html 外傷センター 松井 健太郎 03-3964-4097 orthop★med.teikyo-u.ac.jp

9 東大和病院  http://www.yamatokai.or.jp/higasiyamato/ 整形外科 星　享 03-3964-4097 orthop★med.teikyo-u.ac.jp

10 昭和大学藤が丘病院  http://www.shouwa-fujigaoka-orthop.com/ 整形外科 相楽 光利 045-971-1151

11 北里大学医学部 http://www.kitasato-orthopsurg.jp/ 整形外科学 峰原 宏昌、松浦 晃正 042-778-8111 jpminet★aol.jp

12 東戸塚記念病院　 http://www.higashi-totsuka.com/ 整形外科 山崎 謙 045-825-2111 k.yamazaki★ims.gr.jp

13 獨協医科大学日光医療センター http://www.dokkyomed.ac.jp/nmc.html 整形外科 長田 伝重 0288-76-1515 osada★dokkyomed.ac.jp

14 埼玉医科大学総合医療センター　 http://www.saitama-med.ac.jp/kawagoe/ 高度救命救急センター 井口 浩一 049-228-3755 golgo99★saitama-med.ac.jp

15 博慈会記念総合病院 http://www.hakujikai.or.jp/ 整形外科 内野 正隆 03-3899-1311 masa★am.ejnet.ne.jp

16 長野市民病院 http://www.hospital.nagano.nagano.jp/
四肢外傷・機能
再建センター
整形外科

南澤 育雄 松田　智
026-295-1199
（内5142）

matsuda★hospital.nagano.nagano.jp

17 順天堂静岡病院　 http://www.hosp-shizuoka.juntendo.ac.jp/ 整形外科 最上 敦彦 055-948-3111 mogami0013★icloud.com

18 静岡赤十字病院 https://www.shizuoka-med.jrc.or.jp/ 整形外科 野々宮 廣章 054-254-4311 h.nonomiya1821★gmail.com

19 市立島田市民病院 http://www.municipal-hospital.shimada.shizuoka.jp/ 整形外科 中山 威知郎 0547-35-2111 soumu★municipal-hospital.shizuoka.jp

20 三重大学医学部附属病院 http://www.medic.mie-u.ac.jp/seikeigeka/ 整形外科 湏藤 啓広 上野（秘書） 059-232-1111 seikei★clin.medic.mie-u.ac.jp

21 東住吉森本病院 http://www.tachibana-med.or.jp/ 整形外科 寺浦 英俊 06-6606-0010 hi-tera★maia.eonet.ne.jp

22 松原徳洲会病院 https://www.matubara.tokushukai.or.jp/ 整形外科 北西 正光 072-334-3400 masamitsu.kitanishi★tokusyukai.jp

23 医療法人岸和田徳洲会病院 http://www.kishiwada.tokushukai.or.jp/ 整形外科 鄭(てい） 明和 072-445-9915 teiaki★osk2.3web.ne.jp

24 京都きづ川病院 http://www.kyoto-keishinkai.or.jp/kizugawa/ リハビリテーション科 野村 嘉彦 0774-54-1111

25 市立奈良病院　 http://www.nara-jadecom.jp/ 四肢外傷センター 矢島 弘嗣 0742-24-1251 afaoh818★oct.zaq.ne.jp

26 宇陀市立病院 http://www.city.uda.nara.jp/udacity-hp/ 整形外科 水掫 貴満、仲川 喜之 0745-82-0381 y-nakagawa.d★udacity-hp.jp

27 奈良県立医科大学　 http://necm.naramed-u.ac.jp/ 高度救命救急センター 前川 尚宜 0744-22-3051 nmaegawa★naramed-u.ac.jp
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28 南和歌山医療センター http://www.hosp.go.jp/~swymhp2/ 整形外科 北野 陽二 yojiyoji37★yahoo.co.jp

29 兵庫県立淡路医療センター http://www.awajimc.jp/ 整形外科 櫻井 敦志 0799-22-1200 sakurai★awajimc.jp

30 兵庫県立西宮病院　 http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/ 整形外科 正田 悦朗 0798-34-5151 shodafx★yahoo.co.jp

31 西宮渡辺病院 http://www.n-watanabe-hosp.jp/ 整形外科 佐々木 健陽 吉永 澄子（総務課） 0798-74-1771 nw-hosp★cvn.bai.ne.jp

32 岡山大学医学部　 http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/hos/ 整形外科 野田 知之、山川 泰明 086-235-7273 orthosec★md.okayama-u.ac.jp

33 国立病院機構岡山医療センター　 http://okayamamc.jp 整形外科 塩田 直史、佐藤 徹 086-294-9911
naohumi★okayama3.go.jp　または
tsato★okayama3.hosp.go.jp

34 香川県立中央病院　 http://www.chp-kagawa.jp/hospital 整形外科 長野 博志 087-811-3333 h-nagano★chp-kagawa.jp

35 香川労災病院　 https://www.kagawah.johas.go.jp/ 整形外科 前原 孝 087-723-3111 maehara★kagawah.johas.go.jp

36 近森病院 http://www.chikamori.com/ 整形外科 津野（秘書）
衣笠 清人
（西井 幸信 ）評
議員

088-822-5231 seikei★chikamori.com

37 北九州総合病院　 http://www.kitakyu-hp.or.jp/contents/kitahos_sogo.htm 整形外科 福田 文雄 093-921-0560 f-fukuda★kitakyu-hp.or.jp

38 健和会大手町病院 https://otemachi.kenwakai.gr.jp/ 整形外科 酒井 和裕 093-592-5511 kasakai★kenwakai.gr.jp

39 渡辺整形外科病院 http://www.keishin.or.jp/ 整形外科 牧 信哉 瀬戸明美（事務長） 092-323-0013 s.maki★keishin.or.jp

40 久留米大学医学部 http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/orth/ 整形外科 白濵 正博 0942-31-7568 sirahama★med.kurume-u.ac.jp

41 聖マリア病院  http://www.st-mary-med.or.jp/ 整形外科 坂井 健介 k-sakai★st-mary-med.or.jp

42 佐賀県医療センター好生館  http://www.koseikan.jp/ 外傷センター 前 隆男 0952-24-2171 mae-t★koseikan.jp

43 佐世保共済病院 http://www.kkr.sasebo.nagasaki.jp/ 整形外科 萩原 博嗣 上田　幸輝 0956-22-5136 info★kkk.sasebo.nagasaki.jp

44 熊本整形外科病院　 http://www.marutakai.or.jp/kumasei/ 手の外科センター 生田 拓也  096-366-3666 tashima★marutakai.or.jp

45 公立玉名中央病院 http://www.tamana-chp.jp/ 整形外科 中野 哲雄、越智 龍弥 0968-73-5000 orsene41★tamana-chp.jp

46 宮崎大学医学部附属病院 http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/ortho/ 整形外科 帖佐 悦男 0985-85-0986 seikei★med.miyazaki-u.ac.jp

47 福井総合病院 http://www.f-gh.jp/ 整形外科 勝尾 信一 0776-21-1300 katsuo-s★mua.biglobe.ne.jp

48 西能病院　　 http://www.sainouhp.or.jp 整形外科 市村 和徳 076-422-2211 kichimura★sainouhp.or.jp

49 太田西ノ内病院　 https://www.ohta-hp.or.jp/n_nishi/n_top.htm 整形外科 澤田  貴稔 0249-25-1188 oto★ohta-hp.or.jp

50 いわき市立総合磐城共立病院　 http://www.iwaki-kyoritsu.iwaki.fukushima.jp/ 整形外科 笹島 功一 0246-26-3151 sasako★plum.plala.or.jp

51 岡山赤十字病院 http://www.okayama-med.jrc.or.jp/ 整形外科 土井 武 086-222-8811 orthopdoi★gmail.com

52 東北労災病院  http://www.tohokuh.johas.go.jp/ 整形外科 井上 尚美 022-275-1111 hi-inoue★sepia.plala.or.jp

53 総合南東北病院 http://www.minamitohoku.or.jp/out/introduction/reconstruction.html 外傷センター 松下 隆、加藤 成隆 加藤　成隆 024-934-5457 gaishosecretary★mt.strins.or.jp
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54 済生会宇都宮病院 http://www.saimiya.com 整形外科 岩部昌平 028-626-5500 shohei_iwabu★saimiya.com

55 自治医科大学整形外科 https://www.jichi.ac.jp/hospital/top/medical-services/25.html 整形外科 松村福広 0285-58-7374 tomohiro616★jichi.ac.jp

56 札幌徳洲会病院 http://www2.satutoku.jp 整形外科外傷センター
上田泰久
（外傷センター部長）

中條秀樹（研修
コーディネーター）

011-890-1110
haruharuka0706★yahoo.co.jp （上田）
dr-edu★satutoku.jp　（中條）

57 堺市立総合医療センター http://www.sakai-city-hospital.jp/ 大野一幸 072-272-1199 ozarov★gmail.com

58 会津中央病院　 http://www.onchikai.jp 再建センター 伊藤雅之 金澤美智子（事務） 0242-25-1513 kanazawa★onchikai.jp　　

59 福井大学医学部附属病院 https://www.hosp.u-fukui.ac.jp 整形外科 小久保安朗 0776-61-8383　 kokubo★u-fukui.ac.jp

60 産業医科大学病院四肢外傷センター http://www.uoeh-seikei.com/intro_j.html 整形外科 酒井昭典
093-691-7444
（医局直通）

ukichi.drz★gmail.com

61 東戸塚記念病院 https://www.higashi-totsuka.com 整形外科 山崎　謙
049-825-2190
（総務課直通）

hmh.ikyoku★ims.gr.jp

62 昭和大学横浜市北部病院 http://www.showa-u.ac.jp/SUHY/index.html 整形外科 山口正哉 三橋（整形外科秘書） 045-949-7955 mitsu8hiro★med.showa-u.ac.jp

63 山形大学附属病院
http://www.yu-orthop.jp/
http://www1.id.yamagata-
u.ac.jp/MIDINFO/clinics/department/ort_a.html

整形外科 佐竹寛史 023-628-5355 seikei★mws.id.yamagata-u.ac.jp

64 長崎大学病院 外傷センター 宮本俊之 095-819-7486 taka4★nagasaki-u.ac.jp

65 JA愛知厚生連海南病院 http://www.kainan.jaaikosei.or.jp/ 整形外科 高田直也 070-6581-2806 naotakada17★yahoo.co.jp

66 君津中央病院 http://www.hospital.kisarazu.chiba.jp 整形外科 藤由崇之 0438-36-1071 taka.f★oregano.ocn.ne.jp

67 石川県立中央病院 http://kenchu.ipch.jp/ 整形外科 菅沼 省吾 076-237-8211 suganumaseigo1978★yahoo.co.jp

68 新百合ヶ丘総合病院外傷再建センター http://www.shinyuri-hospital.com/ 外傷再建センター 松下 隆 澤口 毅 044-322-0461 shinyuri_kensyu★mt.strins.or.jp

69 前橋赤十字病院 https://www.maebashi.jrc.or.jp/ 整形外科　 浅見和義 027-265-3333(代表) k-asami★maebashi.jrc.or.jp

70 兵庫県災害医療センター http://www.hemc.jp 整形外科　 矢形幸久 078-241-3131 yagyag★yahoo.co.jp


	Sheet1

