
委員会編成　※2023年3月現在

理事長 寺師　浩人
副理事長 佐藤　勝彦 日髙　寿美
監事 大谷　則史 北野　育郎 田中　康仁

委員会名 役職 氏名 勤務先名 部署 専門分野

委員長 佐藤　勝彦 医療法人札幌ハートセンター　札幌心臓血管クリニック 循環器内科 医師（循環器）

副委員長 松岡　美木 埼玉医科大学病院 褥瘡対策管理室 認定看護師（皮膚排泄ケア）

田中　康仁 奈良県立医科大学 整形外科学教室 医師（整形外科）

大竹　剛靖 湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター 医師（腎臓）

石橋　理津子 佐賀大学医学部 形成外科 看護師

西出　薫 下北沢病院 外務担当　 看護師

横井　宏佳 福岡山王病院 循環器センター 医師（循環器）

委員長 日髙　寿美 湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター 医師（腎臓）

副委員長 飯田　修 関西労災病院 循環器内科 医師（循環器）

上村　哲司 佐賀大学医学部 形成外科 医師（形成外科）

委員長 孟　真 横浜南共済病院 心臓血管外科 医師（心臓血管外科）

副委員長 大桑　麻由美 金沢大学医薬保健研究域保健学系 臨床実践看護学講座 看護師

東　信良 旭川医科大学 外科学講座血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野 医師（血管外科）

家城　恭彦 富山市立富山市民病院 内科 医師（糖尿病内科）

池田　清子 神戸市看護大学 看護学部　慢性病看護学分野 看護師

石井　義輝 医療法人真鶴会　小倉第一病院 形成外科 医師（形成外科）

浦澤　一史 社会医療法人カレスサッポロ　時計台記念病院 循環器センター 医師（循環器）

加藤　理賀子 看護師

門野　邦彦 南和広域医療企業団　五條病院 整形外科 医師（整形外科）

河辺　信秀 東都大学 幕張ヒューマンケア学部　理学療法学科 理学療法士

吉川　公彦 奈良県立医科大学　附属病院 放射線・核医学科、IVRセンター 医師（放射線）

木村　中 函館中央病院 形成外科 医師（形成外科）

熊田　佳孝 松波総合病院 心臓血管外科センター 医師（心臓血管外科）

佐藤　智也 埼玉医科大学 形成外科 医師（形成外科）

佐藤　元美 新城市民病院 腎臓内科 医師（透析）

佐藤　友保 土谷総合病院 放射線科 医師（放射線）

塩之谷　香 塩之谷整形外科 医師（整形外科）

杉本　幸司 神戸大学医学部附属病院 放射線診断・IVR科 医師（他）

谷口　晃 奈良県立医科大学 整形外科 医師（整形外科）

内藤　亜由美 東京医療保健大学 立川看護学部看護学科 認定看護師（皮膚排泄ケア）

中西　健史 明治国際医療大学 皮膚科 医師（皮膚科）

畑中　あかね 神戸市看護大学 看護学部 看護師

林　久恵 愛知淑徳大学 健康医療科学部 理学療法士

松﨑　恭一 国際医療福祉大学成田病院 形成外科 医師（形成外科）

宮下　裕介 長野赤十字病院 循環器内科 医師（循環器）

守矢　英和 湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター 医師（腎臓）

山端　志保 京都府立医科大学附属病院 リハビリテーション技術課 理学療法士

横井　宏佳 福岡山王病院 循環器センター 医師（循環器）

委員長 溝上　祐子 東京医療保健大学大学院 プライマリケア看護学領域設置準備室 看護師

副委員長 愛甲　美穂 湘南鎌倉総合病院 血液浄化センター 看護師

宇都宮　誠 医療法人社団心愛会　TOWN訪問診療所 医師（循環器）

菊池　守 下北沢病院 医師（形成外科）

佐藤　智也 埼玉医科大学 形成外科 医師（形成外科）

大平　吉夫 日本フットケアサービス株式会社 義肢装具士

間宮　直子 大阪府済生会吹田病院 看護部 看護師

樋口　ミキ 日本看護協会　看護研修学校 認定看護師教育課程 看護師

関　晃平 和歌山県立医科大学附属病院 看護部管理室 認定看護師（皮膚排泄ケア）
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委員会名 役職 氏名 勤務先名 部署 専門分野

委員長 横井　宏佳 福岡山王病院 循環器センター 医師（循環器）

副委員長 田中　里佳 順天堂大学 医学部形成外科学講座 医師（形成外科）

東　信良 旭川医科大学 外科学講座血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野 医師（血管外科）

飯田　修 関西労災病院 循環器内科 医師（循環器）

高山　かおる 済生会川口総合病院 皮膚科 医師（皮膚科）

中村　正人 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 医師（循環器）

藤井　美樹 順天堂大学　　　　　　　 大学院医学研究科再生医学　医学部形成外科講座 医師（形成外科）

仲間　達也 東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科 医師（循環器）

委員長 古川　雅英 大分岡病院 創傷ケアセンター、形成外科 医師（形成外科）

副委員長 大浦　紀彦 杏林大学医学部 形成外科 医師（形成外科）

上村　哲司 佐賀大学医学部 形成外科 医師（形成外科）

佐藤　勝彦 医療法人札幌ハートセンター　札幌心臓血管クリニック 循環器内科 医師（循環器）

委員長 大浦　紀彦 杏林大学医学部 形成外科 医師（形成外科）

副委員長 門野　邦彦 南和広域医療企業団　五條病院 整形外科 医師（整形外科）

寺部　雄太 春日部中央総合病院 下肢救済センター 医師（形成外科）

宇都宮　誠 医療法人社団心愛会　TOWN訪問診療所 医師（循環器）

委員長 松岡　美木 埼玉医科大学病院 褥瘡対策管理室 認定看護師（皮膚排泄ケア）

副委員長 田中　里佳 順天堂大学 医学部形成外科学講座 医師（形成外科）

溝上　祐子 東京医療保健大学大学院 プライマリケア看護学領域設置準備室 看護師

元村　尚嗣 大阪公立大学医学部附属病院 形成外科 医師（形成外科）

木下　幹雄 医療法人社団 心愛会 TOWN訪問診療所 形成外科 医師（形成外科）

丹波　光子 杏林大学医学部付属病院 看護部 看護師

大平　吉夫 日本フットケアサービス株式会社 義肢装具士

辻　依子 神戸大学大学院医学研究科 形成外科学分野　足病医学部門 医師（形成外科）

石橋　理津子 佐賀大学医学部 形成外科 看護師

中西　健史 明治国際医療大学 皮膚科 医師（皮膚科）

富田　益臣 下北沢病院 糖尿病センター 医師（糖尿病内科）

林　久恵 愛知淑徳大学 健康医療科学部 理学療法士

松本　純一 TOWN訪問診療所 理学療法士

松井　朗裕 春日部中央総合病院 心臓病・下肢救済センター　循環器科 医師（循環器）

仲間　達也 東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科 医師（循環器）

愛甲　美穂 湘南鎌倉総合病院 血液浄化センター 看護師

橘　優子 順天堂大学医学部附属順天堂医院 足の疾患センター 看護師

菊地　信介 旭川医科大学 血管外科 医師（血管外科）

委員長 高山　かおる 済生会川口総合病院 皮膚科 医師（皮膚科）

副委員長 間宮　直子 大阪府済生会吹田病院 看護部 看護師

愛甲　美穂 湘南鎌倉総合病院 血液浄化センター 看護師

小島　由希菜 埼玉医科大学病院 本館7階病棟 看護師

小林　智美 社会医療法人　河北医療財団　河北総合病院 看護部 看護師

竹内　一馬 医療法人たけうち　六本松　足と心臓血管クリニック 医師（血管外科）

花田　明香 富士 足・心臓血管クリニック 医師（血管外科）

菅野　智美 社会医療法人 社団 カレスサッポロ 北光記念病院 診療技術部門 ICD/ペースメーカーセンター 看護師

西村　彰紀 湘南鎌倉総合病院 リハビリテーション科 作業療法士

阿部　薫 新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 義肢装具士

溝端　美貴 大阪労災病院 フットケア外来 看護師

門野　邦彦 南和広域医療企業団　五條病院 整形外科 医師（整形外科）

委員長 安西　慶三 佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科 医師（糖尿病内科）

副委員長 瀬戸　奈津子 関西医科大学 看護学部・看護学研究科 看護師

本田　謙次郎 市川駅前本田内科クリニック 医師（腎臓）

新良　啓子 横浜労災看護専門学校 看護師

藤本　悠 関西医科大学 看護学部 看護師

WGﾘｰﾀﾞｰ 松村　一 東京医科大学 形成外科学分野 医師（形成外科）

WGﾘｰﾀﾞｰ 松本　健吾 大分岡病院 形成外科 医師（形成外科）

国際

将来構想
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委員会名 役職 氏名 勤務先名 部署 専門分野

委員長 上月　正博 山形県立保健医療大学 保健医療学部 医師（腎臓）

副委員長 東田　隆治 横浜総合病院 心臓血管外科 医師（心臓血管外科）

佐藤　勝彦 医療法人札幌ハートセンター　札幌心臓血管クリニック 循環器内科 医師（循環器）

堀内　勝己 市立札幌病院 形成外科 医師（形成外科）

漆舘　聡志 弘前大学大学院医学研究科 形成外科学講座 医師（形成外科）

中村　正人 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 医師（循環器）

児玉　章朗 名古屋大学医学部付属病院 血管外科 医師（血管外科）

元村　尚嗣 大阪公立大学医学部附属病院 形成外科 医師（形成外科）

茂木　定之 広島国際大学 総合リハビリテーション学部 医師（形成外科）

横井　宏佳 福岡山王病院 循環器センター 医師（循環器）

上村　哲司 佐賀大学医学部 形成外科 医師（形成外科）

日髙　寿美 湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター 医師（腎臓）

委員長 菊池　恭太 下北沢病院 足病総合センター 医師（整形外科）

副委員長 上口　茂徳 日本フットケアサービス株式会社 臨床営業 義肢装具士

委員（担当理事） 門野　邦彦 南和広域医療企業団　五條病院 整形外科 医師（整形外科）

木下　幹雄 医療法人社団 心愛会 TOWN訪問診療所 形成外科 医師（形成外科）

泉　有紀 その他

大塚　未来子 社会医療法人敬和会　大分岡病院 総合リハビリテーション課 理学療法士

久保　和也 足のクリニック表参道 理学療法士

柿花　隆昭 東京大学医学部附属病院 トランスレーショナルリサーチセンター 理学療法士

田村　知之 株式会社　田村義肢製作所 義肢装具士

砂田　和幸 （有）砂田義肢製作所 義肢装具士

坂井　一浩 人間総合科学大学 保健医療学部 義肢装具士

委員長 河辺　信秀 東都大学 幕張ヒューマンケア学部　理学療法学科 理学療法士

副委員長 上月　正博 山形県立保健医療大学 保健医療学部 医師（腎臓）

松本　健吾 大分岡病院 形成外科 医師（形成外科）

林　久恵 愛知淑徳大学 健康医療科学部 理学療法士

前重　伯壮 神戸大学大学院保健学研究科 リハビリテーション科学領域 理学療法士

高島　千敬 広島都市学園大学 健康科学部　リハビリテーション学科　作業療法学専攻 作業療法士

成田　雄一 医療法人 光陽会　関東病院 リハビリテーション科 作業療法士

園田　悠馬 びわこリハビリテーション専門職大学 リハビリテーション学部　作業療法学科 作業療法士

今岡　信介 社会医療法人　敬和会　大分岡病院 リハビリテーション部 理学療法士

植村　弥希子 関西福祉科学大学 保健医療学部リハビリテーション学科 理学療法士

重藤　ひかる 大分岡病院 総合リハビリテーション課 作業療法士

大関　直也 東京医科大学茨城医療センター リハビリテーション療法部 理学療法士

委員長 佐藤　勝彦 医療法人札幌ハートセンター　札幌心臓血管クリニック 循環器内科 医師（循環器）

副委員長 溝上　祐子 東京医療保健大学大学院 プライマリケア看護学領域設置準備室 看護師

中西　健史 明治国際医療大学 皮膚科 医師（皮膚科）

北野　育郎 新須磨病院 外科 医師（血管外科）

元村　尚嗣 大阪公立大学医学部附属病院 形成外科 医師（形成外科）

瀬戸　奈津子 関西医科大学 看護学部・看護学研究科 看護師

樋口　ミキ 日本看護協会　看護研修学校 認定看護師教育課程 看護師

委員長 瀬戸　奈津子 関西医科大学 看護学部・看護学研究科 看護師

副委員長 古川　雅英 大分岡病院 創傷ケアセンター、形成外科 医師（形成外科）

地方会運営
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委員会名 役職 氏名 勤務先名 部署 専門分野

委員長 東　信良 旭川医科大学 外科学講座血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野 医師（血管外科）

副委員長 佐藤　友保 土谷総合病院 放射線科 医師（放射線）

班長 寺師　浩人 神戸大学医学部附属病院 形成外科 医師（形成外科）

外部委員 渥美　義仁 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属　永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター

委員 中村　正人 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 医師（循環器）

委員 飯田　修 関西労災病院 循環器内科 医師（循環器）

委員 宮下　裕介 長野赤十字病院 循環器内科 医師（循環器）

委員 杉本　郁夫 愛知医科大学 医療安全管理室 医師（血管外科）

外部委員 岩田　博英 愛知医科大学 血管外科

委員 金森　晃 かなもり内科 医師（糖尿病内科）

班長 大浦　紀彦 杏林大学医学部 形成外科 医師（形成外科）

委員 宇都宮　誠 医療法人社団心愛会　TOWN訪問診療所 医師（循環器）

委員 宮下　裕介 長野赤十字病院 循環器内科 医師（循環器）

委員 東　信良 旭川医科大学 外科学講座血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野 医師（血管外科）

外部委員 若林　秀隆

委員 菊地　信介 旭川医科大学 血管外科 医師（血管外科）

委員 菊池　守 下北沢病院 医師（形成外科）

委員 寺部　雄太 春日部中央総合病院 下肢救済センター 医師（形成外科）

委員 藤井　美樹 順天堂大学　　　　　　　 大学院医学研究科再生医学　医学部形成外科講座 医師（形成外科）

班長 守矢　英和 湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター 医師（腎臓）

委員 平松　信 岡山済生会外来センター病院 腎臓病・糖尿病総合医療センター 医師（腎臓）

委員 佐藤　元美 新城市民病院 腎臓内科 医師（透析）

委員 飯田　修 関西労災病院 循環器内科 医師（循環器）

委員 杉本　郁夫 愛知医科大学 医療安全管理室 医師（血管外科）

委員 愛甲　美穂 湘南鎌倉総合病院 血液浄化センター 看護師

外部委員 八木　哉子 西神戸医療センター 慢性疾患看護専門看護師

委員 米村　朋代 六甲アイランド甲南病院 血液浄化センター 看護師

委員 林　久恵 愛知淑徳大学 健康医療科学部 理学療法士

委員 古橋　究一  半田東クリニック 0 医師（透析）

委員 安部　貴之 東京女子医科大学 臨床工学部 臨床工学技士

委員 石岡　邦啓 湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター 医師（腎臓）

班長 市岡　滋 埼玉医科大学 形成外科 医師（形成外科）

委員 佐藤　智也 埼玉医科大学 形成外科 医師（形成外科）

外部委員 若林　秀隆 横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科

班長 寺部　雄太 春日部中央総合病院 下肢救済センター 医師（形成外科）

外部委員 安部　正敏 医療法人社団廣仁会 札幌皮膚科クリニック

委員 本田　謙次郎 市川駅前本田内科クリニック 医師（腎臓）

委員 松本　春信 埼玉医科大学病院 血管外科 医師（血管外科）

委員 内藤　亜由美 東京医療保健大学 立川看護学部看護学科 認定看護師（皮膚排泄ケア）

委員 松岡　美木 埼玉医科大学病院 褥瘡対策管理室 認定看護師（皮膚排泄ケア）

委員 小島　由希菜 埼玉医科大学病院 本館7階病棟 看護師

委員 田中　里佳 順天堂大学 医学部形成外科学講座 医師（形成外科）

委員 間宮　直子 大阪府済生会吹田病院 看護部 看護師

委員 松本　健吾 大分岡病院 形成外科 医師（形成外科）

アドバイザー 高水　勝 スリーエムジャパン株式会社 医療用製品事業部

班長 田中　康仁 奈良県立医科大学 整形外科学教室 医師（整形外科）

委員 河辺　信秀 東都大学 幕張ヒューマンケア学部　理学療法学科 理学療法士

委員 門野　邦彦 南和広域医療企業団　五條病院 整形外科 医師（整形外科）

委員 谷口　晃 奈良県立医科大学 整形外科 医師（整形外科）

委員 寺師　浩人 神戸大学医学部附属病院 形成外科 医師（形成外科）

委員 林　久恵 愛知淑徳大学 健康医療科学部 理学療法士

委員 山端　志保 京都府立医科大学附属病院 リハビリテーション技術課 理学療法士

班長 瀬戸　奈津子 関西医科大学 看護学部・看護学研究科 看護師

委員 中西　健史 明治国際医療大学 皮膚科 医師（皮膚科）

委員 村内　千代 関西医科大学看護学部 慢性疾患看護学領域 看護師

委員 溝上　祐子 東京医療保健大学大学院 プライマリケア看護学領域設置準備室 看護師

委員 藤本　悠 関西医科大学 看護学部 看護師

委員 山﨑　優介 地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立北部医療センター安佐市民病院 看護部 認定看護師（糖尿病）

ガイドライン
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委員会名 役職 氏名 勤務先名 部署 専門分野

班長 池田　清子 神戸市看護大学 看護学部　慢性病看護学分野 看護師

委員 家城　恭彦 富山市立富山市民病院 内科 医師（糖尿病内科）

外部委員 中村　武寛 神戸市立医療センター　西市民病院 糖尿病・内分泌内科　部長

委員 富田　益臣 下北沢病院 糖尿病センター 医師（糖尿病内科）

外部委員 川口　麻衣 神戸市立医療センター　西市民病院 慢性疾患看護専門看護師

委員 畑中　あかね 神戸市看護大学 看護学部 看護師

班長 北野　育郎 新須磨病院 外科 医師（血管外科）

委員 松本　健吾 大分岡病院 形成外科 医師（形成外科）

委員 河辺　信秀 東都大学 幕張ヒューマンケア学部　理学療法学科 理学療法士

委員 藤井　美樹 順天堂大学　　　　　　　 大学院医学研究科再生医学　医学部形成外科講座 医師（形成外科）

委員 石橋　理津子 佐賀大学医学部 形成外科 看護師

委員 柿花　隆昭 東京大学医学部附属病院 トランスレーショナルリサーチセンター 理学療法士
委員 孟　真 横浜南共済病院 心臓血管外科 医師（心臓血管外科）

委員長 大浦　紀彦 杏林大学医学部 形成外科 医師（形成外科）
田中　康仁 奈良県立医科大学 整形外科学教室 医師（整形外科）
木下　幹雄 医療法人社団 心愛会 TOWN訪問診療所 形成外科 医師（形成外科）
秋田　定伯 医療法人　城内会 形成外科 医師（形成外科）
高山　かおる 済生会川口総合病院 皮膚科 医師（皮膚科）
門野　邦彦 南和広域医療企業団　五條病院 整形外科 医師（整形外科）
菊池　恭太 下北沢病院 足病総合センター 医師（整形外科）
坂井　一浩 人間総合科学大学 保健医療学部 義肢装具士
泉　有紀 その他
田中　里佳 順天堂大学 医学部形成外科学講座 医師（形成外科）

委員長 袋　秀平 ふくろ皮膚科クリニック 医師（皮膚科）
副委員長 今井　亜希子 ひかり在宅クリニック 医師（皮膚科）
委員（担当理事） 高山　かおる 済生会川口総合病院 皮膚科 医師（皮膚科）

岡田　克之 桐生厚生総合病院 皮膚科 医師（皮膚科）
木下　幹雄 医療法人社団 心愛会 TOWN訪問診療所 形成外科 医師（形成外科）
栗原　健 埼玉医科大学病院 形成外科 医師（形成外科）
大場　広美 一般社団法人フットヘルパー協会 介護福祉士
小笠原　祐子 和洋女子大学 看護学部　看護学科 看護師
奥田　晶子 一般社団法人フットヘルパー協会 看護師
登坂　淳 TOWN訪問診療所三鷹 医師（循環器）
内藤　亜由美 東京医療保健大学 立川看護学部看護学科 認定看護師（皮膚排泄ケア）

中西　健史 明治国際医療大学 皮膚科 医師（皮膚科）
間宮　直子 大阪府済生会吹田病院 看護部 看護師

委員長 仲間　達也 東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科 医師（循環器）
委員（担当理事） 飯田　修 関西労災病院 循環器内科 医師（循環器）

リーダー 塩之谷　香 塩之谷整形外科 医師（整形外科）

サブリーダー 伊藤　笑子 フラウ合同会社 日独小児靴学研究会 その他
久道　勝也 医療法人社団青泉会　下北沢病院 医師（皮膚科）
島村　雅徳 株式会社シンビオシス 義肢装具士
ベーレ　ルッツ ㈱フィートバック その他
ベーレ　操 ㈱フィートバック
秋田　定伯 医療法人　城内会 形成外科 医師（形成外科）

リーダー 松村　一 東京医科大学 形成外科学分野 医師（形成外科）
市岡　滋 埼玉医科大学 形成外科 医師（形成外科）
大浦　紀彦 杏林大学医学部 形成外科 医師（形成外科）
田中　里佳 順天堂大学 医学部形成外科学講座 医師（形成外科）
寺師　浩人 神戸大学医学部附属病院 形成外科 医師（形成外科）

（社会保険委員
会内）
ヒト羊膜使用吸収
性組織再生用材
料推進WG

靴・免荷装具のア
ドホック

在宅医療

（学術委員会内）
子どもの足・靴改
革WG

レジストリ

ガイドライン
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委員会名 役職 氏名 勤務先名 部署 専門分野

リーダー 松本　健吾 大分岡病院 形成外科 医師（形成外科）
東　信良 旭川医科大学 外科学講座血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野 医師（血管外科）
安西　慶三 佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科 医師（糖尿病内科）
石井　義輝 医療法人真鶴会　小倉第一病院 形成外科 医師（形成外科）
高島　千敬 広島都市学園大学 健康科学部　リハビリテーション学科　作業療法学専攻 作業療法士
中村　正人 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 医師（循環器）
古川　雅英 大分岡病院 創傷ケアセンター、形成外科 医師（形成外科）
横倉　義典 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 医師（血管外科）

リーダー 東　信良 旭川医科大学 外科学講座血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野 医師（血管外科）
寺師　浩人 神戸大学医学部附属病院 形成外科 医師（形成外科）
辻　依子 神戸大学大学院医学研究科 形成外科学分野　足病医学部門 医師（形成外科）
東田　隆治 横浜総合病院 心臓血管外科 医師（心臓血管外科）
髙原　充佳 大阪大学大学院医学系研究科 糖尿病病態医療学寄附講座 医師（糖尿病内科）
河辺　信秀 東都大学 幕張ヒューマンケア学部　理学療法学科 理学療法士
林　久恵 愛知淑徳大学 健康医療科学部 理学療法士
渡部　祥輝 東京工科大学 医療保健学部　理学療法学科 理学療法士
柿花　隆昭 東京大学医学部附属病院 トランスレーショナルリサーチセンター 理学療法士
山田　憲嗣 広島工業大学 工学部 電子情報工学科 教授

野口　博史 大阪市立大学 工学研究科　電子情報系専攻 スマートセンシング工学研究室 准教授

リーダー 田中　里佳 順天堂大学 医学部形成外科学講座 教授
高山　かおる 済生会川口総合病院 皮膚科 主任部長
仲間　達也 東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科 副部長
愛甲　美穂 湘南鎌倉総合病院 血液浄化センター
間宮　直子 大阪府済生会吹田病院 看護部 副看護部長
石橋　理津子 佐賀大学 医学部 形成外科 技術補佐員看護師
溝端　美貴 大阪労災病院 フットケア外来
加納　智美 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター 看護部
荒川　優也 松波総合病院 リハビリテーション技術室 主任

オブザーバー 松岡　美木 埼玉医科大学病院 褥瘡対策管理室 看護師長

リーダー 大浦　紀彦 杏林大学 医学部 形成外科 教授
松村　一 東京医科大学 形成外科学分野 主任教授
古川　雅英 大分岡病院 創傷ケアセンター、形成外科 院長
東田　隆治 横浜総合病院 心臓血管外科 部長
長谷川　敏男 順天堂大学医学部附属静岡病院 皮膚・アレルギー科 教授
寺師　浩人 神戸大学医学部附属病院 形成外科 教授

リーダー 高山　かおる 済生会川口総合病院 皮膚科 主任部長
中西　健史 明治国際医療大学 皮膚科 教授
岡田　克之 桐生厚生総合病院 皮膚科 副院長
磯貝　善蔵 国立長寿医療研究センター 皮膚科
袋　秀平 ふくろ皮膚科クリニック 院長
石田　久哉 いしだ皮膚科クリニック

オブザーバー 常深　祐一郎 埼玉医科大学 皮膚科 教授
オブザーバー 法木　左近 福井県立大学 看護福祉学部 教授

（社会保険委員
会内）
遠隔連携ソフト
JOINの診療報酬
獲得に向けての
WG

（学術委員会内）
爪白癬診断キット
使用指針検討WG

（学術委員会内）
PRP創傷治療シス
テム適正使用指
針検討WG

（認定委員会内）
認定師・指導士
資格周知WG

（学術委員会内）
LEAD、フレイル研究
WG
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