
役職名 氏　　名 所　　　属 所在地

1 部会長 　　木村　隆 （財）近畿健康管理センター 大津市

2 副部会長 　　北村　博之 整形外科北村クリニック 大津市

3 副部会長 　　坂井田　稔 独立行政法人地域医療機能推進機構　滋賀病院 大津市

4 幹事 　　麻生　伸一 あそうクリニック 大津市

5 幹事 　　前野　幹幸 国立病院機構　紫香楽病院 甲賀市

6 幹事 　　高橋　正行 第二岡本総合病院 京都府宇治市

7 幹事 　　田久保　興徳 生田病院 大津市

8 幹事 　　橋口　淳一 東近江市立能登川病院整形外科 東近江市

9 幹事 　　村上　元庸 村上整形外科クリニック 甲賀市

10 幹事 　　山岡　修 独立行政法人地域医療機能推進機構　滋賀病院 大津市

11 幹事 　　吉田　隆行 よしだクリニック 大津市

12 幹事 　　吉川　玄逸 吉川整形外科クリニック 東近江市

13 幹事 　　畑　　 正樹 はたスポーツ整形クリニック 守山市

14 部会員 　　天野　殖 探索医療機器開発 草津市

15 部会員 　　清水　彰 滋賀県立リハビリテーションセンター 守山市

16 部会員 　　浜本　肇 浜本内科 大津市

17 部会員 　　田辺　伸悟 摂津医誠会病院 大阪府摂津市

18 部会員 　　山元　暁 山元整形外科医院 大津市

19 部会員 　　南谷　哲司 南谷クリニック 大阪府豊中市

20 部会員 　　後藤　匡志 横浜南共済病院 横浜市

21 部会員 　　藤田　繁 藤田整形外科 大津市

22 部会員 　　小林　雅彦 京都下鴨病院 京都府京都市

23 部会員 　　藤野　博也 藤野医院 大津市

24 部会員 　　福田　正悟 ふくだ医院 守山市

25 部会員 　　鈴木　毅一 日本バプテスト病院 京都府京都市

26 部会員 　　小島　央 アイアンクリニック 京都府京都市

27 部会員 　　橘　　 真一 南草津野村整形外科 草津市

28 部会員 　　小林　昌明 こばやし整形外科 草津市

29 部会員 　　東出　俊一 市立長浜病院 長浜市

30 部会員 　　小畑　利之 赤穂市民病院 兵庫県赤穂市

31 部会員 　　田巻　達也 船橋整形外科病院 千葉県船橋市

32 部会員 　　北村　崇之 琵琶湖大橋病院 大津市

33 部会員 　　上中　一泰 多根総合病院 大阪府大阪市

34 部会員 　　川村　恭司 豊郷病院 犬上郡

35 部会員 　　田中　新司 長浜市立湖北病院 長浜市

36 部会員 　　藤田　裕 京都桂病院 京都府京都市

37 部会員 　　橋本　和幸 市立長浜病院 長浜市
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役職名 氏　　名 所　　　属 所在地

1 部会長 　　奥田　援史 滋賀大学教育学部 大津市

2 副部会長 　　岡本　直輝 立命館大学 草津市

3 部会員 　　河合　美香 龍谷大学 京都市

4 部会員 　　武田　哲子 びわこ成蹊スポーツ大学 大津市

5 部会員 　　堀井　大輔 大阪電気通信大学 四条畷市

6 部会員 　　高橋　佳三 びわこ成蹊スポーツ大学 大津市

役職名 氏　　名 所　　　属 所在地

1 部会長 　佃　　 文子 びわこ成蹊スポーツ大学 大津市

2 副部会長 　片淵　建 村上整形外科クリニック 甲賀市

3 幹事 　松下　大輔 あそうクリニック 大津市

4 幹事 　海東　翼　 はたスポーツ整形クリニック 守山市

5 幹事 　菊池　洋也 ＤＣＣスポーツトレーニング 大津市

6 幹事 　宇於崎　孝 滋賀医療技術専門学校 東近江市

7 幹事 　林中　和也　 琵琶湖大橋病院 大津市

8 部会員 　小山　健太郎 琵琶湖大橋病院 大津市

9 部会員 　大岩　由起子 滋賀病院 大津市

10 部会員 　永野　琴美 金沢整形外科 栗東市

11 部会員 　古川　佳奈 はたスポーツ整形クリニック 守山市

12 部会員 　尾本　和也 株式会社 FREE VILLAGE 大津市

13 部会員 　武内　孝祐 びわこ成蹊スポーツ大学 大津市

14 部会員 　安田　良子 龍谷大学硬式野球部 大津市

15 部会員 　丸岡　豊 パーフェクトトレーナーズ株式会社 草津市

役職名 氏　　名 所　　　属

1 部会長 　　横井　正之 パスカル薬局 草津市

2 副部会長 　　赤羽　薫 南草津病院 草津市

3 部会員 　　高橋　典子　 滋賀県薬剤師会会営薬局 草津市

4 部会員 　　林　　 しげる 立命館大学 草津市

平成２７年度　コンディショニング部会員
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