
＜がんロコモドクター登録者リスト＞

下記リスト右端の「がんロコモドクター」欄の●をクリックいただきますと、がんロコモドクターの詳細ページに移動します。

●アドバイスドクター 2022/11/7時点

№ エリア 都道府県 所属病院・組織 氏名 姓（ひらがな） 名（ひらがな）

がんロコモ

ドクター

1 北海道・東北 北海道 旭川医科大学病院　整形外科学講座 柴田 宏明 しばた ひろあき ●

2 北海道・東北 北海道 独立行政法人労働者健康安全機構　北海道中央労災病院 武田 宏史 たけだ こうじ ●

3 北海道・東北 北海道 北海道がんセンター　リハビリテーション科 小山内 俊久 おさない としひさ ●

4 北海道・東北 秋田県 秋田大学 土江 博幸 つちえ ひろゆき ●

5 北海道・東北 秋田県 秋田大学 永澤 博幸 ながさわ ひろゆき ●

6 関東 栃木県 栃木県立がんセンター 菊田 一貴 きくた かずたか ●

7 関東 栃木県 栃木県立がんセンター 弘實透 ひろざね とおる ●

8 関東 埼玉県 春日部市立医療センター 大幸俊三 おおさか しゅんぞう ●

9 関東 埼玉県 埼玉医科大学病院 篠田 裕介 しのだ ゆうすけ ●

10 関東 埼玉県 埼玉県立がんセンター 五木田茶舞 ごきた たぶ ●

11 関東 埼玉県 埼玉県立がんセンター 小柳広高 こやなぎ ひろたか ●

12 関東 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 秋山 達 あきやま とおる ●

13 関東 埼玉県 防衛医科大学校　整形外科 須佐 美知郎 すさ みちろう ●

14 関東 埼玉県 防衛医科大学校　整形外科 堀内 圭輔 ほりうち けいすけ ●

15 関東 埼玉県 吉川中央総合病院 阿部 哲士 あべ さとし ●

16 関東 千葉県 医療法人社団 博翔会 五香病院 乗松 祐佐 のりまつ ゆうすけ ●

17 関東 千葉県 千葉労災病院 橋本光宏 はしもと みつひろ ●

18 関東 東京都 医療法人社団 和海会 あいべ整形外科 相部和士 あいべ かずし ●

19 関東 東京都 杏林大学医学部整形外科 森井健司 もりい たけし ●

20 関東 東京都 慶應義塾大学医学部／慶応義塾大学病院 神尾聡 かみお さとし ●

21 関東 東京都 慶應義塾大学医学部／慶応義塾大学病院 中山ロバート なかやま ろばあと ●

22 関東 東京都 国立がん研究センター中央病院 岩田慎太郎 いわた しんたろう ●

23 関東 東京都 国立病院機構東京医療センター 池田 大樹 いけだ たいき ●

24 関東 東京都 国立病院機構東京医療センター 辻崇 つじ たかし ●

25 関東 東京都 国立病院機構東京医療センター 森岡秀夫 もりおか ひでお ●

26 関東 東京都 国立病院機構東京医療センター 吉山 晶 よしやま あきら ●

27 関東 東京都 順天堂大学 髙木 辰哉 たかぎ たつや ●

28 関東 東京都 昭和大学 星 瑛里子 ほし えりこ ●

29 関東 東京都 帝京大学医学部付属 緒方 直史 おがた なおし ●

30 関東 東京都 帝京大学医学部付属 藤田宗義 ふじた むねよし ●

31 関東 東京都 帝京大学医学部附属病院 生田 研祐 いくた けんすけ ●

32 関東 東京都 帝京大学医学部附属病院 乾貴博 いぬい たかひろ ●

33 関東 東京都 帝京大学医学部附属病院 今西淳悟 いまにし じゅんご ●

34 関東 東京都 帝京大学医学部附属病院 河野博隆 かわの ひろたか ●

35 関東 東京都 帝京大学医学部附属病院 笹原潤 ささはら じゅん ●

36 関東 東京都 帝京大学医学部附属病院 佐藤 健二 さとう けんじ ●

37 関東 東京都 帝京大学医学部附属病院 杉村遼太 すぎむら りょうた ●

38 関東 東京都 帝京大学医学部附属病院 日高 亮 ひだか りょう ●

39 関東 東京都 帝京大学医学部附属病院 平畑 昌宏 ひらはた まさひろ ●

40 関東 東京都 帝京大学医学部附属病院 平畑佑輔 ひらはた ゆうすけ ●

41 関東 東京都 帝京大学医学部附属病院 松井健太郎 まつい けんたろう ●

42 関東 東京都 帝京大学医学部附属病院 宮本英明 みやもと ひであき ●

43 関東 東京都 帝京大学医学部附属病院 安井洋一 やすい よういち ●

44 関東 東京都 東京女子医科大学 西 英治 にし ひではる ●

45 関東 東京都 独立行政法人国立病院機構 村山医療センター 竹光 正和 たけみつ まさかず ●

46 関東 東京都 虎の門病院 整形外科 安野 雅統 あんの まさと ●

47 関東 神奈川県 聖マリアンナ医科大学　横浜市西部病院 飯沼 雅央 いいぬま まさひろ ●

48 北陸信越・中部 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 川島寛之 かわしま ひろゆき ●

49 北陸信越・中部 石川県 金沢大学整形外科 林 克洋 はやし かつひろ ●

50 北陸信越・中部 福井県 福井大学医学部整形外科 出淵 雄哉 いずぶち ゆうや ●

51 北陸信越・中部 福井県 福井大学医学部整形外科 松峯昭彦 まつみね あきひこ ●

52 北陸信越・中部 岐阜県 JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院 上田哲太郎 うえだ てつたろう ●

53 北陸信越・中部 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 伊藤鑑 いとう かん ●

54 北陸信越・中部 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 小池 宏 こいけ ひろし ●

55 北陸信越・中部 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 西田佳弘 にしだ よしひろ ●

56 北陸信越・中部 愛知県 尾西記念病院 二宮 晴夫 にのみや ●

57 北陸信越・中部 三重県 みえロコモリウマチクリニック 来田 大平 きだ ●

58 近畿 大阪府 大阪医科大学 馬場 一郎 ばば いちろう ●

59 近畿 大阪府 社会医療法人　生長会　ベルランド総合病院 大島 和也 おおしま かずや ●

60 近畿 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 秋末敏宏 あきすえ としひろ ●

61 近畿 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 大江啓介 おおえ けいすけ ●

62 近畿 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 大西洋輝 おおにし ひろき ●

63 近畿 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 角谷 賢一朗 かくたに けんいちろう ●

64 近畿 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 河本 旭哉 かわもと てるや ●

65 近畿 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 酒井良忠 さかい よしただ ●

66 近畿 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 平中 良明 ひらなか よしあき ●

67 近畿 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 松尾智哉 まつお ともや ●

68 近畿 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 由留部 崇 ゆるべ たかし ●

69 近畿 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 吉川 遼 よしかわ りょう ●

70 近畿 兵庫県 兵庫県立がんセンター 竹森 俊幸 たけもり としゆき ●
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71 近畿 奈良県 奈良県立医科大学 朴木 寛弥 ほのき ●

72 中国・四国 広島県 医療法人 大田整形外科 大田 政史 おおた まさふみ ●

73 九州 福岡県 医療法人　協和病院 中山 恵介 なかやま けいすけ ●

74 九州 福岡県 九州大学 遠藤 誠 えんどう まこと ●

75 九州 福岡県 九州大学 藤原稔史 ふじわら としふみ ●

76 九州 福岡県 九州大学 松本 嘉寛 まつもと よしひろ ●

77 九州 福岡県 久留米大学 平岡弘二 ひらおか こうじ ●

78 九州 福岡県 社会医療法人　共愛会　戸畑共立病院 下河邉 久雄 しもこうべ ひさお ●

79 九州 鹿児島県 鹿児島市立病院 嶋田 博文 しまだ ひろふみ ●

80 その他 井代 愛 いしろ めぐみ ●

81 その他 曽我部 祐輔 そがべ ゆうすけ ●

82 その他 古矢丈雄 ふるや ●

●サポートドクター

№ 都道府県 所属病院・組織 氏名 姓（ひらがな） 名（ひらがな）

がんロコモ

ドクター

1 関東 埼玉県 埼玉医科大学病院 岩瀬 哲 いわせ さとる ●

2 九州 鹿児島県 鹿児島市立病院 川平正博 かわひら まさひろ ●

3 中国・四国 愛媛県 末松 駿之介 すえまつ しゅんのすけ ●

※本リストは、登録者ご本人に入力いただいた情報を元に作成しています。
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