略歴
2007 年 京都桂病院 臨床研修医
2009 年 長浜赤十字病院 整形外科専攻医
2012 年 神戸市立医療センター中央市民病院 整形外科
2015 年 滋賀成人病センター 整形外科 医員
2017 年 千春会病院 整形外科 副部長
2020 年 千春会病院 副院長
資格
日本整形外科学会専門医
日本骨粗鬆症学会認定医
日本整形外科学会認定リハビリテーション医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
日本整形外科学会認定リウマチ医
日本スポーツ協会公認スポーツドクター
日本外傷診療機構 JATEC インストラクター
京都府ラグビー協会医務委員
全日本病院協会 AMAT 隊員
ロコモアドバイスドクター
日 本 臨 床 栄 養 代 謝 学 会 TNT コ ー ス 修 了
身体障害者福祉法による指定医師（肢体不自由）
所属学会
日本整形外科学会
中部整形外科災害外科学会
日本股関節学会
日本人工関節学会
日本骨粗鬆学会
日本リハビリテーション医学会
日本抗加齢医学会

学会発表

１）９０歳以上大腿骨近位部骨折の手術治療
（第 136 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会）
２）当院での大腿骨近位部骨折保存的治療の検討
（第 135 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会）
３）特発性大腿骨頭壊死症側に大腿骨転子部骨折を発症した 1 症例
（第 130 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会）
４）両側大腿骨頚部骨折の治療経験
（第 132 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会）
５）セメントレスノンホールカップの術後２年の固定性について
（第 45 回日本人工関節学会）
６）両側非定型大腿骨骨折を発症した１例
（第 18 回日本骨粗鬆症学会）
７）大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術後、臼蓋形成不全が原因で脱臼した２
（第 39 回日本股関節学会）
８）ビスフォスフォネート製剤投与中に発生した両側大腿骨骨幹部骨折の 1 例
（滋賀県整形外科医会 2011 年）
９）同日両側 THA の成績
（第 41 回日本股関節学会）
１０）大腿骨転子下骨折の骨折型と髄内釘の固定性ついて
（第 40 回日本股関節学会）
１１）当院における大腿骨頸部骨折に対して骨接合術ＣＣＨＳ法とハンソンピン法との
手術成績、術後経過の比較検討について
（第 117 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会）
１２）105 歳大腿骨転子部骨折の治療
（第４５回日本骨折治療学会）
１３）書籍「一生自分の足で歩こう！歩活のススメ」全国出版による骨粗鬆症啓蒙活動に
ついて（第 21 回日本骨粗鬆症学会）
１４）母趾軟部組織欠損に対して逆行性短趾伸筋弁にて再建を行った 1 例：
（第 120 回中部整形外科災害学会）
１５）THA におけるトランサミン術前投与及び閉創時関節内局所投与の周術期出血量の効果
について （第 47 回日本人工関節学会）

論文発表
１）９０歳以上大腿骨近位部骨折の手術治療
中部整災誌 2021;64:643-644
２）当院での大腿骨近位部骨折保存的治療の検討
中部整災誌 2021;64:2 号 181-182
３）特発性大腿骨頭壊死症側に大腿骨転子部骨折を発症した 1 症例
中部整災誌 2018;61:813-814
４）当院における大腿骨頸部骨折に対して骨接合術ＣＣＨＳ法とハンソンピン法との手
術成績、術後経過の比較検討について
中部整災誌 2012;55：１号：43-44
５）母趾軟部組織欠損に対して逆行性短趾伸筋弁にて再建を行った 1 例

中部整災誌 2013;56：1155-1156

講演会・座長
１）
「セメントレスステムデザインと固定様式」（講演）
2014 年 ストライカー講演（神戸）
２）
「骨粗鬆症の治療方針について」
（講演）
2016 年 滋賀県守山野洲薬剤師会勉強会
３）
「生活習慣病と骨粗鬆症について」（講演）製薬会社講師（2021 年９月）
４）
「介護になる可能性が高い大腿骨近位部骨折」
（講演）製薬会社講師（2019 年６月）
５）
「ロコモティブシンドロームと生活習慣病関連型骨粗鬆症」（講演）
製薬会社講師（2021 年３月）
６）
「骨粗鬆症について」
（講演） 製薬会社講師
７）
「脆弱性骨折後の骨粗鬆症治療を考える」
（座長）

2021 年 3 月

書籍
１：
「一生自分の足で歩こう。歩活のススメ」２０１７年１０月
発行・メトロポリタンプレス社

日本外傷初期診療コース（JATEC）受講歴、講師歴
コース指導 （講師歴）
平成23年 7月 滋賀県大津市(滋賀医科大学) (講師)
平成24年 8月 神戸市(神戸大学大学教育推進機構) (自主参加)
平成25年 2月 帝京大学 板橋キャンパス 1号館 1021教室 (自主参加)
平成25年 5月 東京(日本赤十字看護大学・広尾キャンパス) (自主参加)
平成25年 5月 岐阜(岐阜大学医学部附属病院) (講師)
平成25年 8月 神戸(神戸大学 大学教育推進機構) (講師)
平成26年 8月 神戸(神戸大学大学教育推進機構) (講師)
平成27年 1月 京都(京都府医師会館) (講師) 平成27年5月 岐阜(岐阜大学医学部) (講師)
平成27年12月 滋賀(滋賀県済生会看護専門学校) (講師)
平成28年12月 滋賀(滋賀医科大学) (講師)
平成28年12月 名古屋(名古屋第一赤十字病院) (自主参加)
平成29年 2月 京都(京都府医師会館) (講師)
平成29年 5月 岐阜(岐阜大学医学部) (講師)
平成29年12月 滋賀県栗東市(滋賀県済生会看護専門学校) (講師)
平成30年 2月 京都府(京都第一赤十字病院)※変更されました (講師)
平成30年12月 滋賀(ニプロiMEP(アイメップ)) (講師)
令和元年 2月 京都府医師会館 (講師)
令和元年 5月 岐阜大学 (講師)
令和元年12月 滋賀県栗東市(滋賀県済生会看護専門学校) (講師)

スポーツドクター活動履歴（グランドドクター）

1) 2021 年 11 月

7 日：第１０１回全国高校ラグビー大学 京都予選 準決勝

2) 2020 年 11 月

1 日：第１００回全国高校ラグビー大会 京都府予選 準決勝

3) 2018 年 11 月 11 日：第９８回全国高校ラグビー大会

京都府予選 決勝

4) 2017 年 10 月 18 日：関西大学ラグビーリーグ A リーグ 摂南大学 近畿大会
5) 2016 年 10 月 16 日：関西大学ラグビーリーグ A リーグ 京都産業大学 立命館大学
6) 2012 年 11 月 11 日：第９１回全国高校ラグビー大会

京都府予選 決勝

7) 2021 年 11 月 24 日：関西大学ラグビーリーグ A リーグ 大阪体育大会 立命館大学
8) 2012 年 5 月 27 日 :第 41 回京都ラグビー祭

