
氏名 穴澤 卯圭（あなざわ うけい） 
所属 整形外科 
職名 教授 
最終学歴 山形大学医学部 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本整形外科学会専門医、日本臨床腫瘍学会暫定指導医、日本整形

外科学会脊椎脊髄病医、日本整形外科学会認定リウマチ医、日本整形外科

学会認定運動器リハビリテーション医、日本がん治療認定医機構暫定教育

医・認定医 
職歴 平成 3年 7月 大田原赤十字病院整形外科医員 

平成 4年 7月 慶應義塾大学伊勢慶應病院整形外科医員 

平成 6年 1月 浜松リハビリテーションセンター整形外科医員 

平成 6年 7月 東京済生会中央病院整形外科医員 

平成 7年 7月 慶應義塾大学医学部整形外科学教室専修医 

平成 9年 1月 東京歯科大学市川総合病院整形外科助手 

平成 13 年 7月 慶應義塾大学医学部整形外科学教室助手 

平成 16 年 4月 東京歯科大学市川総合病院整形外科助手 

平成 18 年 10月 東京歯科大学市川総合病院整形外科講師 

平成 22 年 4月 東京歯科大学市川総合病院整形外科准教授 

平成 28 年 4月 東京歯科大学市川総合病院整形外科教授 
教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動 日本整形外科学会 

日本整形外科学会骨・軟部学術集会査読委員 

関東整形災害外科学会 
国際学会  

 



氏名 渡部 逸央（わたなべ いつお） 
所属 整形外科 
職名 講師 
最終学歴 慶應義塾大学医学部 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本整形外科専門医、日本整形外科学会認定リウマチ医 
職歴 平成 10 年 7月 公務員共済組合立川病院整形外科医員 

平成 11 年 7月 厚生連魚沼病院整形外科医員 

平成 12 年 4月 国立栃木病院整形外科医員 

平成 14 年 4月 済生会神奈川県病院整形外科医員 

平成 15 年 4月 慶應義塾大学病院整形外科助手 

平成 17 年 4月 国立病院機構東京医療センター整形外科医員 

平成 19 年 10月 済生会宇都宮病院整形外科医員 

平成 21 年 10月 慶應義塾大学病院整形外科 助教 

平成 26 年 4月 東京歯科大学市川総合病院整形外科講師 
教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 2編 

学会活動 日本整形外科学会 
国際学会  

 



氏名 越智 健介（おち けんすけ） 
所属 整形外科 
職名 講師 
最終学歴 慶應義塾大学大学院医学研究科 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本整形外科学会専門医、日本手外科学会専門医、日本リウマチ学会専

門医・指導医、日本整形外科学会認定スポーツ医 
職歴 平成 14 年 11月 米国・National Institutes of Health Visiting Scientist 

平成 16 年 1月 日本学術振興会海外特別研究員 

平成 17 年 7月 独立行政法人国立病院機構相模原病院臨床研究センター 

研究員 

平成 18 年 1月 済生会宇都宮病院整形外科シニアスタッフ 

平成 19 年 11月 川崎市立川崎病院整形外科医長 

平成 24 年 4月 東京女子医科大学附属膠原リウマチ痛風センター講師 

平成 26 年 7月 慶應義塾大学整形外科医長 

平成 28年 5月 東京歯科大学市川総合病院整形外科講師 
教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 青山 龍馬（あおやま りょうま） 

所属 整形外科 

職名 講師 

最終学歴 慶應義塾大学医学部 

学位（修士・博士） 博士（医学） 

資格 医師、日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会脊椎脊髄病医、日本脊椎脊

髄病学会指導医 

職歴 平成 12年 1月 平塚市民病院整形外科医員 

平成 13年 1月 慶應義塾大学月が瀬リハビリテーションセンター助手 

平成 13年 7月 静岡赤十字病院整形外科医員 

平成 14年 7月 北里研究所病院整形外科医員 

平成 15年 4月 慶應義塾大学医学部整形外科学教室助手 

平成 16年 4月 東京電力病院整形外科副科長 

平成 18年 4月 さいたま市立病院整形外科医員 

平成 20年 4月 東京歯科大学市川総合病院整形外科助教 

平成 29年 4月 東京歯科大学市川総合病院整形外科講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動 日本脊椎・脊髄神経手術手技学会 

国際学会  

 



氏名 二宮 研（にのみや けん） 
所属 整形外科 
職名 助教 
最終学歴 慶應義塾大学大学院医学研究科 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会脊椎脊髄病医、日本脊椎脊

髄病学会指導医 
職歴 平成 20 年 4月 川崎市立川崎病院整形外科副医長 

平成 23年 4月 東京歯科大学市川総合病院整形外科助教 
教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編（うち英文 1編） 

・症例報告 1編（うち英文 1編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

総説および解説論文 1編 

学会発表編 4編（うち英文 1編、うち筆頭 4編（うち英文 1編）） 

学会活動 日本整形外科学会 
日本脊椎脊髄病学会 

国際学会  

 



氏名 鈴木 悟士（すずき さとし） 
所属 整形外科 
職名 助教 
最終学歴 千葉大学医学部 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会脊椎脊髄病医 
職歴 平成 21 年 4月 慶應義塾大学医学部整形外科学教室助教 

平成 22 年 4月 済生会宇都宮病院整形外科医員 

平成 24 年 7月 佐野厚生総合病院整形外科医員 

平成 26 年 10月 慶應義塾大学医学部整形外科学教室助教 

平成 28 年 1月 東京歯科大学市川総合病院整形外科助教 
教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 水野 早希子（みずの さきこ） 
所属 整形外科 
職名 助教 
最終学歴 慶應義塾大学大学院医学研究科 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本整形外科学会専門医 
職歴 平成 28 年 4月 東京歯科大学市川総合病院整形外科助教 
教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  
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