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　　歓迎の言葉

　「めんそーれ、沖縄」。皆様、ようこそ沖縄へいらっしゃいました。心より皆様を歓迎申し上げます。

このたび、第 55 回全日本医師剣道大会を 2022 年４月 16 日～ 17 日の２日間、沖縄県立武道館で開

催できますことは私をはじめ沖縄県医師剣友会のメンバーにとりまして、大変名誉なことと喜んで

おります。今日、ご参加いただいた先生方には忙しい日常の診療の中で、また、コロナ感染症の落

ち着かない状況の中で、わざわざ沖縄まで足を運んでいただきました事に心より感謝申し上げます。

　本大会の沖縄県開催は第 31 回大会を故　永山薫先生が開催して以来 2回目、26 年ぶりの開催と

なります。コロナ禍で例年に比べ参加者は少なくなりましたが、今大会も北は北海道から南は沖縄

まで多くの先生方に参加いただいております。２日間と短い時間ではありますが、審査形式立ち合

い、廻り稽古、自由稽古、団体戦、個人戦で多くの方々と竹刀を交え旧交をあたためていただきた

いと思います。また、年齢、段位、出身大学、専門領域の異なる先生方と竹刀を交えて「交剣知愛」

を実践していただき「新しい出会いの場」となれば幸いです。剣道を通して新しい出会いがいくつ

も生まれる大会になってほしいと念願しています。

　本日、夕方から催されるロワジールホテルでの懇親会ではアルコール抜きの懇親会となりますが、

沖縄の伝統に磨き上げられた琉球舞踊、歌三線、エイサーを堪能できるように準備をしております。

是非、多くの会員の方々にご参加いただきたいと思います。

　また、本大会は親川光俊会長はじめ沖縄県剣道連盟の先生方の全面的なご協力を得て開催するこ

とができました。ご協力いただきました皆さまに心よりお礼申し上げます。

　このコロナ禍で十分稽古のできなかった先生方も多いと思います。参加の先生方におかれまし

てはくれぐれも無理をなさらないようにして、事故や病気のない２日間でありますように祈って

おります。全日本剣道連盟の「大会開催にあたっての感染防止ガイドライン」に則った大会を行

いたいと考えています。感染症認定看護師が大会会場や懇親会などで先生方に感染防止の注意を

喚起することがあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。With･コロナ時代の医

師剣道大会ですが、「楽しい、思い出に残る２日間」になるように参加者全員で「交剣知愛」を楽

しみましょう！

第 55 回全日本医師剣道大会
会　長

奥　島　憲　彦
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　　ご　挨　拶

　やっと皆様と沖縄の道場でお会いできることができます。第 54 回どんとこい東京大会が開催さ

れたのが令和元年 5月ですからほぼ 3年ぶりの大会となります。2回の延期にもかかわらず準備を

続け、開催していただけることとなりました。沖縄では一昨年 12 月以来、大変なコロナウイルス

感染症の流行にみまわれ、公私ともに剣道の話どころではなかったとおもいます。このような中で

開催していただけること、奥島大会会長、永山準備委員長はじめお手伝いいただいた皆様に心より

感謝いたします。

　前回、沖縄県立武道館で皆様とお会いしたのは平成 8年永山薫会長主催の第 31 回大会でした。

盛大に、楽しく過ごさせていただいたことを思い出します。

　奥島会長のご案内では稽古も楽しめ、十分にできそうです。また懇親会ではヒヤミカチ節や伝統

の琉球舞踊、沖縄といえば必見のエイサ―などを拝見、拝聴できるそうです。沖縄文化を丸ごと感

じることができます。締めは全員参加のカチャーシーを踊るとのことです。私は縁あって沖縄には

昔よりたびたびお邪魔していますがカチャーシーの踊りはまだ見たことも、勿論踊りに参加したこ

ともありません。盆踊りの感覚で参加すればいいのでしょうか。楽しみですが、生来舞踊には全く

才能もなく、やったこともない身としては不安でもあります。

　医師剣道大会の根本精神はまさに交剣知愛だと、故大祢一郎先生や、故山崎先生にご指導いただ

きました。競いあいではなく、高めあいであり、竹刀を交えることを通じて相手を知り、自分を知

り、志を通じあい、成長しあうことだとお教えいただきました。また私が長くご指導いただきまし

た三道範士棚谷昌美先生とお二方の先生に共通することは悪口、陰口を聞いたことがないという点

です。ご指導いただいたときも何々が悪いといわれたことがなく、こうするともっと良いよといわ

れました。現代の指導要領にも通じることをすでに実践されていたのです。

　メンソーレ沖縄大会、ご一緒に楽しみましょう。

全日本医師剣道連盟
副会長

野見山　　　
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　　祝　　　辞

　第 55 回全日本医師剣道大会が、沖縄県立武道館において開催されるにあたり、お祝いの言葉を

申し上げます。

　本大会は、昭和 34 年より日本医学会総会の交歓行事として 4年に 1度の開催でしたが、昭和 43

年より毎年開催されることになりました。東日本大震災またコロナにより大会を中止された年もあ

りますが、歴史ある大会であります。

　全日本医師剣道連盟の方々が、剣道を通じて心身を錬磨しつつ、日常の活動に成果を挙げられる

ことは、剣道界にとりましては、その仕事の社会における重要性からも誠に有り難いことと感じま

す。皆様の日常の活動は、剣道の普及と評価を高めるとともに、社会的に多大な影響を与えており

ます。今後も、文武両道にわたるご精進をお願いいたすものであります。

　また、日頃より剣道界の各行事において、専門家として講習会の講師、安全面への啓発活動、ドー

ピング防止活動をはじめ、大会・審査会などの行事における緊急医療の担当医としてご尽力をいた

だくとともに、各専門委員会での審議、助言など多方面に亘り、ご指導とご協力を賜り深くお礼申

し上げる次第です。

　さらには、全日本医師剣道連盟・トレーニングコーチ・栄養管理士の皆様のご尽力により、「剣

道医学Ｑ＆Ａ」「救急ハンドブック」の第３版を刊行しております。「剣士のためのアンチ・ドーピ

ングマニュアル」と共に、剣道愛好者の健康と安全性を高め、生涯剣道を目指す方々の副読本とし

て活用されておりますことは、誠に素晴らしいことと存じます。

　最後に、医師の剣道愛好者の方々がお互いの交流親睦を深め「医剣不岐」「医剣一如」の理念を貫き、

剣道の修錬を続けておられることに敬意を表します。終りに、コロナ禍での大変な状況の中、本大

会開催にご尽力いただいた関係各位に対し、深く謝意を表するとともに、大会の成功と益々のご発

展を祈念いたしまして私の挨拶と致します。

公益財団法人　全日本剣道連盟
会　長

網　代　忠　宏
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　　祝　　　辞

　第 55 回全日本医師剣道大会が盛大に開催されますことに対し日本医師会を代表して、衷心より

お慶び申し上げます。

　また、コロナ禍での開催ということで、大変ご苦労も多かったことと拝察いたします。本大会の

開催にあたりご尽力された奥島憲彦会長をはじめ、関係各位に深甚なる敬意を表する次第です。

　さて、新型コロナウイルスの流行により、誰もが健康であることの大切さを痛感するなか、国民

の医療への関心や期待は高まっております。

　医療といいますと、一般的に体の病を治すというイメージが大きいものです。しかし、本来医師

のもつ使命・基本的姿勢は、苦しみを抱えた患者に共感し、寄り添うような誠実さと寛容さをもっ

て患者に最適の医療を提供するというものであります。

　すなわち、医療とは患者の心とからだの中に医師の心と技とを投入し、病の克服に向けて医師と

患者が協働することであり、コロナとの闘いが続く今、まさにわれわれ医師が大切にしなければな

らないことであると感じております。

　この医師の心と技を育むために、不断の努力が必要であることはいうまでもありません。

　お互いを高め合い、人間形成の道でもある剣道に勤しむことは、医師の精神的涵養にとっても大

変意義のあることだと確信いたします。

　本大会を契機に剣道を志す医師がさらに増え、親睦と連帯の輪が拡がりますことを心よりご期待

申し上げます。

　末筆ながら、本大会に参加されるすべての先生方のご健闘と、全日本医師剣道連盟のさらなるご

発展を衷心より祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

公益社団法人･日本医師会
会　長

中　川　俊　男
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　　祝　　　辞

　はいさい　ぐすーよー　ちゅーうがなびら。皆様、こんにちは。

　「第 55 回全日本医師剣道大会―沖縄大会」が盛大に開催されますことをお慶び申し上げますとと

もに、全国各地からお越しいただいた選手並びに御家族、関係者の皆様を心より歓迎いたします。

また、新型コロナウイルス感染症の治療やワクチン接種などに全力で御尽力いただいていることに

心から感謝申し上げます。

　剣道は、日本古来の武士道を起源に持つ歴史の長い競技であり、現在は、老若男女問わず多く

の国民に親しまれているだけではなく、世界各地に愛好者を持つ日本の代表的な競技の一つであ

ります。

　沖縄県においても、子どもから高齢者まで幅広い世代に親しまれており、県内各所で開催されて

いる稽古や講習会では、多くの愛好者が技の鍛錬に励み、精神を鍛えながら、互いに交流・親睦を

深めているところです。

　そのような中、本大会がここ沖縄で開催されますことは、本県の剣道の競技力向上をはじめ、剣

道の普及・振興、生涯にわたる健康づくりの推進等に大きく寄与するものであり、開催に尽力され

た全日本医師剣道連盟をはじめ、沖縄県医師剣友会並びに関係者の皆様に対して心から敬意を表し

ますとともに、厚く感謝申し上げます。

　大会に出場される選手の皆様には、忙しい業務の合間を縫って練習に励まれたことと思います。

その成果を存分に発揮され、白熱した試合を繰り広げられるとともに、全国の様々な年代や専門領

域の先生方と交流を深め、思い出深い大会となることを願っております。

　また、県外から御来県の皆様には、この機会に、沖縄の豊かな自然や伝統文化、琉球料理など、様々

な魅力にも触れていただければ幸いです。

　結びに、本大会の御成功と、選手並びに関係者の皆様の御健勝と御活躍を祈念申し上げ、歓迎の

御挨拶といたします。

　いっぺー　にふぇー　でーびる。ありがとうございます。

沖縄県知事

玉　城　デニー
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　　祝　　　辞

　沖縄県が日本に復帰してから 50 周年の節目になる意義ある年に、令和４年度第 55 回全日本医師

剣道大会が、ここ沖縄県立武道館において盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げます。

　令和 2年に開催予定であった本大会が、新型コロナの関係で 2年越しの大会となりました。その

間診療に携わった先生方には、まさに新型コロナとの真剣勝負の最中多くの国民の命を守っていた

だきましたご労苦に対し心より感謝と敬意を表します。

　さて、本大会は全国各地の医道剣士が一堂に会し、互いに修練した技を交えながら「交剣知愛」

の精神を深めることを目的としたすばらしい大会と聞いております。

　私事ではありますが、沖縄県の医師剣友会稽古会にも参加させていただいております。診療で忙

しい先生方が少しの時間をつくって一所懸命に修練されている姿にはただただ頭が下がる思いであ

ります。剣道の原点を「人づくり」と考えておりますが、医療の原点が「人を診る」とするならば

どちらも「人を生かす」に結びつきます。まさに「医剣一如」であり、先生方が持つ竹刀は「活人

剣」となる。先生方と接する時ふとそう言う思いがよぎります。

　どうか本日は、医道剣士の「活人剣」をもって日頃修練された成果を存分に発揮され、思い出深

き大会になりますよう祈念致します。

　せっかく縁あって来県された皆様。沖縄県はかつて「琉球王国」の歴史の中で、古くから「万国

を結ぶ架け橋とならん」とアジアの国々と長い交流を通じて独特の文化を育んできました。また、

「青い海」を代表する自然は、わが国唯一の亜熱帯性気候からもたされた宝物であり、多くの観光

客に喜んで頂いております。

　この機会に、沖縄県独自の歴史や文化にも触れて頂ければ幸いに思います。

　結びになりますが、全日本医師剣道連盟の益々のご活躍とご発展を祈念し歓迎の挨拶といたし

ます。

沖縄県剣道連盟
会　長

親　川　光　俊
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　　祝　　辞

　この度、第 55 回全日本医師剣道大会が当地沖縄で開催されるにあたり、地元医師会を代表して

一言お祝いの言葉を申し述べますと共に、衷心より皆様を歓迎申し上げます。

　本大会は新型コロナウイルス感染症の影響により、２回の延期を経て今回の開催の運びとなりま

したことをお慶び申し上げます。本大会にご参加されている先生方におかれましては、コロナ医療

へのご対応並びに地域医療の充実・発展にご尽力頂いている中、剣道において日々、心身の鍛錬に

励まれていることに対し、深甚なる敬意を表する次第であります。

　剣道は日本古来の武術であり、何百年もの歴史を持つ伝統的な奥深い教えがあります。

　「生涯剣道」という言葉がありますが、それは単に身体を鍛えるのではなく、生涯を通して「心

の在り方」を修得することを意味すると伺っております。剣道の神髄は雑念を払い「相手の心を読

む」ことにあり、このことは日々患者さんと接する我々の診療にも繋がるものではないでしょうか。

皆様の日頃の鍛錬は己の身体・精神を鍛えると同時に、必ずや地域医療の発展に大きく貢献してい

るものと確信しております。

　本大会では、全国の精鋭が結集され、日頃鍛えた力を各人が十分に発揮され、すばらしい試合が

展開されるものと期待しております。

　さて、遠路はるばるご来県下さいました皆様方におかれましては、感染対策に留意しながら是非

この機会に紺碧の海と空、世界遺産群、風光明媚な景勝地に足を運んでいただくと共に、泡盛と琉

球料理をご堪能いただき、南国沖縄をご満喫下さいますようご案内申し上げます。

　結びに、本大会のご成功と今後益々のご発展を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただ

きます。

沖縄県医師会
会　長

安　里　哲　好
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大会日程

４月 16日（土）
12：00 ～　受付、会場で自由稽古　（沖縄県立武道館アリーナ）
13：00 ～　開会式
13：30･～　演武
　　　　　･①･日本剣道形（教士七段　奥島憲彦、教士七段　永山盛隆）
　　　　　･②･居合演武　　教士八段　　仲井間憲亮
14：00 ～　八段模範演武･･（２分、２組）
　　　　　立ち合い者　範士八段　田場典宣（沖縄県）
　　　　　野見山 教士八段（神奈川県、医師）―･三條貞夫教士八段（山形県、歯科医師）
　　　　　湯村正仁範士八段（鳥取県、医師）―･野口慎一郎範士八段（熊本県、熊大師範）
14：30 ～　集合写真撮影
15：00 ～･16：00　審査形式立ち合い　２試合場で行う。１分半。各人２回評価表をいただく。
　　　　　　　第一試合場　　　　　　　･審査員　　　･田場　典宣　範士八段
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯村　正仁　範士八段
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口慎一郎　範士八段
　　　　　　　第二試合場（三段～六段）　審査員　　　･ 野見山　 　教士八段
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三條　貞夫　教士八段
16：00 ～ 17：00　稽古　廻り稽古（１分半、４回）
　　　　　　　　　　　　自由稽古（八段の先生にも加わっていただく）
18：00　幹事会（ロワジールホテル、北殿の間）
19：00 ～ 21：00　懇親会（ロワジールホテル、３F　天妃の間）

４月 17日（日）
８：00 ～　自由稽古
９：00 ～ 10：00　個人戦（２分、３本勝負、各人２試合。２試合場）
　　　　　　　　･八段の先生に優秀選手 10 人を選んでいただく。
10：00 ～･11：20　団体戦（リーグ戦、試合時間２分、３本勝負、２試合場）
　　　　　　　　･１チーム５人、３チーム～４チームのリーグ戦、
　　　　　　　　･13 チーム参加。予選で１位のチーム（４チーム）で準決勝まで行う。
11：20 ～　拝見演武　参加者中最高齢者同士の立ち合いを会員全員で拝見する。
　　　　　　　　　　１分半、　１組。　　　
　　　　　　　　　　立ち合い者　　野見山　 　全日本医師剣道連盟会長
　　　　　伊藤保憲　教士七段（80 歳、香川県）―　加野資典　教士七段（80 歳、福岡県）
11：30 ～　団体戦（決勝）
11：50 ～　昼食
12：30 ～　閉会式（最高齢者、優秀選手、団体入賞チームの表彰）
13：00 ～ 14：00　自由稽古



— 9 —

開会式次第　4月16日（土）

閉会式次第　4月17日（日）

演武

１．開会宣言･ 大会実行委員長　･ 永山　盛隆
２．物故会員への黙祷
３．国旗、連盟旗　拝礼
４．国歌斉唱　（演奏に合わせて心の中でお歌い下さい）
５．大会会長挨拶･ 大会会長･ 奥島　憲彦
６．挨拶･ 全日本医師剣道連盟副会長･ 野見山　
７．祝辞･ 沖縄県剣道連盟会長･ 親川　俊光
８．審判長説示･ 審判長･ 中村　　均

１．成績発表、表彰（最高齢参加者、優秀選手、団体戦入賞チーム）
２．審判長講評･ 審判長･ 中村　　均
３．大会会長挨拶･ 大会会長･ 奥島　憲彦
４．次回大会会長挨拶･ 次回大会会長･ 荻荘　則幸
５．閉会宣言･ 大会実行委員長･ 永山　盛隆

　　　　　日本剣道形　　　　　　打太刀　　　教士七段　　　　奥島　憲彦
　　　　　　　　　　　　　　　　仕太刀　　　教士七段　　　　永山　盛隆
　　　　　居合演武　　　　　　　　　　　　　教士八段　　　　仲井間憲亮
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大会役員

大会会長　　　　　奥島　憲彦
大会実行委員長　　永山　盛隆
顧　問　　　　　　親川　光俊　（沖縄県剣道連盟会長）
　　　　　　　　　平良　辰美　（沖縄県剣道連盟副会長）
　　　　　　　　　佐久川朝洋　（沖縄県剣道連盟副会長）
　　　　　　　　　竹田　忠司　（沖縄県剣道連盟副会長）
　　　　　　　　　田場　典宣　（沖縄県剣道連盟顧問）
　　　　　　　　　大城　武則　（沖縄県剣道連盟顧問）
　　　　　　　　　石原　昌弘　（沖縄県剣道連盟顧問）
審査員　　　　　　田場　典宣　（範士八段）　湯村　正仁　（範士八段）　野口慎一郎　（範士八段）　
　　　　　　　　　野見山　 　（教士八段）　三條　貞夫　（教士八段）
審判長　　　　　　中村　　均　（教士七段）
審判主任　　第一試合場　石川　清正　（教士七段）　　第二試合場　前村　幸芳　（教士七段）
審判員　　　第一試合場　澤村　卓巳　（教士七段）　　松岡　宏幸　（教士七段）
　　　　　　　　　　　　我喜屋良成　（教士七段）　　宮平　　斉　（錬士七段）
　　　　　　　　　　　　佐久間眞之　（錬士七段）　　大道　裕之　（錬士七段）
　　　　　　第二試合場　大浦　　勲　（教士七段）　　尾本まどか　（教士七段）
　　　　　　　　　　　　長門　貴子　（教士七段）　　井上　　慶　（錬士七段）
　　　　　　　　　　　　友利　浩介　（教士七段）　　大道　裕人　（教士七段）
審査補助　　　　　梶原　芳也　（沖剣連審査部部長）、伊佐　直己、山田　義光
　　　　　　　　　大城　鶴香、上地安一郎、宮城　昴汰、伊波　　渉、大城　良也
大会実行委員　　　沖縄県医師剣友会、當銘　秀之、知念　政治、川満　美奈
大会運営委員　　　富山　嘉津男　（沖剣連専務理事）、宇地原　豊（沖剣連事務局長）　
　　　　　　　　　島袋　　聡　（沖剣連事務局次長）
　　　　　　　　　稲福　　隆、仲間　大輔、福島　伸朗、平安　政喜、嘉手納圭佑
大会補助員　　　　石田中学校剣道部
救護、感染対策　　医師　　銘苅　　正　（ハートライフ病院救急部部長）
　　　　　　　　　　4/16　仲舛　　拓　（ハートライフ病院消化器内科）
　　　　　　　　　　4/17　森田　悦雄　（玄米クリニック院長）
　　　　　　　　　看護師　城間　克也　（ハートライフ病院感染認定看護師）
　　　　　　　　　　　　　兼本　愛美　（ハートライフ病院救急認定看護師）
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  「手拭い 交剣知愛」について

【シーサーの置物について】

　第 55 回全日本医師剣道大会～めんそーれ沖

縄～のテーマは「交剣知愛」です。コロナ禍

の状況にあり、この３年間充実した稽古がで

きなかった先生方がほとんどだと思います。

しかし、大会では立ち合い、試合に際し己の全力を尽くし気迫と気迫のぶつかり合いを期待

したいと思います。一方、旧知の先生方と竹刀を交え、旧交を温めていただきたいと思います。ま

た、大会を通して、竹刀を交えることにより、出身大学、年齢、専門科を越えた新しい出会い、新

たな親交が多く誕生するよう願っております。「交剣知愛」がテーマの本大会に参加した先生方お

一人お一人の心に明日からの忙しい診療に対する活力が湧いてくることを祈っております。

　「交剣知愛」の揮毫は書家の山城艸翠（美智子）先生にお願いいたしました。先生は沖展書道部

門審査員で 2010 年読売女流展「大賞」受賞。2012 年読売書法展「読売新聞社賞」受賞。2016 年日

展入選など多くの受賞歴があります。

（文：奥島憲彦）

　シーサーとは沖縄独特の獅子名のことですが、元はサ

ンスクリット語のライオン「シンハー」を沖縄方言で発

音したものです。13 ～ 14 世紀頃に古代オリエントからシ

ルクロードを経由して琉球に伝わったものと言われてい

ます。実際、タイ国ではシーサーのラベルでシンハービー

ル（SINGHA･BEER）として愛飲されています。

　シーサーは家屋・建造物の守り神として昔から屋根や門に置かれて、邪気を払う沖縄の守り神と

してよく見かけます。元来 1体でしたが仏教や狛犬（こまいぬ）の影響も受けて 2体のペアタイプ

も出てきており、口を開けているのがオスで閉じているのがメスと言われており「阿吽（あうん）」

のたとえになっています。阿（陽 =オス）は悪霊を追い払い、吽（陰 =メス）は幸福を逃さない

と伝えられています。

　最近は怖い表情から進化し幸福を呼び込む笑顔のシーサーが多くなっており、今回の記念品は沖

縄の思い出と共に皆様が「ハッピー」をお持ち帰ることを願っての「シーサーペア」です。作者は

新川あすかさんとおっしゃり、私の両股関節骨切り術の患者さんです。

（文：永山盛隆）
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１．審査形式立ち合い　　4月 16 日（土）
●立ち合い時間：１分半、２試合　　
●模擬審査形式で八段の先生に評価結果表をいただく。

２．東西対抗（個人戦）　4月 17 日（日）
●試合時間：２分、３本勝負、２会場で行う。
●各人２試合を行う。
●八段の審査員により優秀選手 10 人を選んでいただく。

３．団体戦　　　4月 17 日（日）
● 2試合場で４パートのリーグ戦を行う。
●試合時間：2分、３本勝負
●全日本剣道連盟　試合・審判規則による
●１チーム 5人制、3チーム～ 4チーム 1ブロックのリーグ戦
●各チームは最も若い選手が先鋒となり年齢順に大将まで配置する。
●各ブロックの順位決定は　勝ち 2点、引き分け 1点、負け 0点とし、
　合計点数の高いチームを上位とする。
●同点数の場合は①総勝ち数　②総本数　　③選手の年齢の合計　の多い順とする。
●予選リーグで１位のチーム（４チーム）で決勝トーナメントを行う。
●キャンセルが１人出た場合、チームの１人が２試合出場可能とする。
　その際は１試合前までに各コート役員にオーダー表を提出する。
●２人以上のキャンセルは不戦敗とする。
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４月 16 日（土）審査形式立ち合い

第一試合会場 第二試合会場
組 記号 名　　　称 職種 年齢 段位 組 記号 名　　　称 職種 年齢 段位

1

A 根来　宏光 医師 46 錬七
1
A 玉城　啓太 医師 39 三

B 増田　健太郎 医師 48 錬七 B 伊藤　順一 医師 53 三
C 吉田　純 医師 50 錬七 C 赤崎　満 医師 64 三
D 竹崎　達也 医師 46 教七

2
A 渡邉　洋平 医師 39 四

2

A 塚本　林功 歯科医師 54 教七 B 村野　光和 医師 48 四
B 大仲　良仁 医師 56 錬七 C 渡部　咲陽子 医師 28 四
C 大岩　真 歯科医師 57 教七

3
A 名渡山　野花南 医師 34 五

D 鬼塚　正成 医師 56 錬七 B 阿保　貴章 医師 50 五

3

A 福島　孝幸 歯科医師 61 教七 C 西村　和博 ＰＴ 51 五
B 牟田　幹久 医師 62 教七

4
A 坂東　道哉 医師 53 五

C 倉都　滋之 医師 62 教七 B 宮崎　眞和 医師 53 五
D 新藤　寛 医師 61 教七 C 成田　雅 医師 53 五

4

A 永山　盛隆 医師 65 教七
5
A 渋谷　整 医師 54 五

B 荻原　一郎 医師 65 教七 B 兵藤　透 医師 64 五
C 柴田　和弥 医師 65 教七 C 伊佐地　秀司 医師 68 五
D 中村　茂樹 医師 65 教七

6

A 石山　雄一 医師 37 錬六

5
A 荻原　幸彦 医師 65 錬七 B 比嘉　愛子 保健師 43 錬六
B 清水　浩二 医師 69 教七 C 林　優 医師 46 六
C 菅　義行 医師 66 教七 D 土居　克三 医師 49 六

6

A 笠松　紀雄 医師 66 教七

7

A 由井　克之 医師 65 六
B 福重　哲志 医師 67 教七 B 箕田　修治 医師 66 六
C 奥島　憲彦 医師 68 教七 C 芦田　光 医師 73 六
D 篠原　義智 医師 70 錬七 D 瀬尾　憲治 医師 78 錬六

7

A 池澤　清豪 医師 68 教七
8
A 塚原　清彰 医師 48 錬六

B 三好　博文 医師 72 教七 B 川上　格 医師 52 錬六
C 萬木　信人 医師 73 教七 C 小林　之直 歯科医師 54 錬六
D 谷木　利勝 医師 73 教七

9
A 中井　哲慈 医師 60 錬六

8

A 日高　久光 医師 73 教七 B 尾辻　瑞人 医師 61 錬六
B 宮坂　昌之 医師 74 教七 C 大西　司 医師 63 錬六
C 伊藤　保憲 医師 80 教七

10
A 森　能史 医師 62 錬六

D 加野　資典 医師 80 教七 B 林　明人 医師 65 錬六
C 豊見山･義隆 医師 69 錬六

立ち合い順序
　　１組３人の場合･ １組４人の場合
　　　　A− B･ 　　A− B
　　　　C− B･ 　　C− B
　　　　C−A･ 　　C− D
　　　　･ 　　A−D
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４月 17 日（日）個人戦　第一試合目

第一試合場
赤 白
番号 指　名 職業 年齢 段位 番号 指　名 職業 年齢 段位
1 根来　宏光 医師 46 錬七 1 吉田　純 医師 50 錬七
2 増田　健太郎 医師 48 錬七 2 竹崎　達也 医師 46 教七
3 鬼塚　正成 医師 56 錬七 3 塚本　林功 歯科医師 54 教七
4 大岩　真 歯科医師 57 教七 4 佐藤　伸一 医師 59 教七
5 荻原　幸彦 医師 65 錬七 5 篠原　義智 医師 70 錬七
6 福島　孝幸 歯科医師 61 教七 6 牟田　幹久 医師 62 教七
7 新藤　寛 医師 61 教七 7 倉都　滋之 医師 62 教七
8 永山　盛隆 医師 65 教七 8 荻原　一郎 医師 65 教七
9 柴田　和弥 医師 65 教七 9 荻荘　則幸 医師 65 教七
10 中村　茂樹 医師 65 教七 10 菅　義行 医師 66 教七
11 清水　浩二 医師 69 教七 ２回目： 11 永山　盛隆 医師 65 教七
12 笠松　紀雄 医師 66 教七 12 奥島　憲彦 医師 68 教七
13 福重　哲志 医師 67 教七 13 桶田　俊光 医師 72 教七
14 池澤　清豪 医師 68 教七 14 萬木　信人 医師 73 教七
15 谷木　利勝 医師 73 教七 15 日高　久光 医師 73 教七
16 熊谷　憲夫 医師 75 教七 16 伊藤　保憲 医師 80 教七
17 宮坂　昌之 医師 74 教七 17 加野　資典 医師 80 教七

第二試合場
赤 白
番号 指　名 職業 年齢 段位 番号 指　名 職業 年齢 段位
1 小林　繁貴 医師 36 初 1 玉城　啓太 医師 39 三
2 西澤　万貴 医師 39 三 2 伊藤　順一 医師 53 三
3 赤崎　満 医師 64 三 3 渡部　咲陽子 医師 28 四
4 柚木　靖弘 医師 57 四 4 村野　光和 医師 48 四
5 渡邉　洋平 医師 39 四 5 阿保　貴章 医師 50 五
6 名渡山　野花南 医師 34 五 6 西村　和博 ＰＴ 51 五
7 坂東　道哉 医師 53 五 7 兵藤　透 医師 64 五
8 宮崎　眞和 医師 53 五 8 渋谷　整 医師 54 五
9 成田　雅 医師 53 五 9 伊佐地　秀司 医師 68 五
10 林　優 医師 46 六 10 由井　克之 医師 65 六
11 土居　克三 医師 49 六 11 箕田　修治 医師 66 六
12 芦田　光 医師 73 六 12 比嘉　愛子 保健師 43 錬六
13 石山　雄一 医師 37 錬六 13 塚原　清彰 医師 48 錬六
14 川上　格 医師 52 錬六 14 中井　哲慈 医師 60 錬六
15 小林　之直 歯科医師 54 錬六 15 尾辻　瑞人 医師 61 錬六
16 大西　司 医師 63 錬六 16 林　明人 医師 65 錬六
17 森　能史 医師 62 錬六 17 豊見山･義隆 医師 69 錬六
18 芦田　光 医師 73 六 ：２回目 18 瀬尾　憲治 医師 78 錬六
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４月 17 日（日）個人戦　第二試合目

第一試合場
赤 白
番号 指　名 職業 年齢 段位 番号 指　名 職業 年齢 段位
1 根来　宏光 医師 46 錬七 1 増田　健太郎 医師 48 錬七
2 吉田　純 医師 50 錬七 2 鬼塚　正成 医師 56 錬七
3 篠原　義智 医師 70 錬七 3 笠松　紀雄 医師 66 教七
4 清水　浩二 医師 69 教七 ２回目： 4 増田　健太郎 医師 48 錬七
5 竹崎　達也 医師 46 教七 5 塚本　林功 歯科医師 54 教七
6 大岩　真 歯科医師 57 教七 6 福島　孝幸 歯科医師 61 教七
7 佐藤　伸一 医師 59 教七 7 新藤　寛 医師 61 教七
8 牟田　幹久 医師 62 教七 8 倉都　滋之 医師 62 教七
9 永山　盛隆 医師 65 教七 9 柴田　和弥 医師 65 教七
10 荻原　一郎 医師 65 教七 10 荻荘　則幸 医師 65 教七
11 中村　茂樹 医師 65 教七 11 荻原　幸彦 医師 65 錬七
12 菅　義行 医師 66 教七 12 奥島　憲彦 医師 68 教七
13 福重　哲志 医師 67 教七 13 池澤　清豪 医師 68 教七
14 桶田　俊光 医師 72 教七 14 谷木　利勝 医師 73 教七
15 萬木　信人 医師 73 教七 15 日高　久光 医師 73 教七
16 熊谷　憲夫 医師 75 教七 16 加野　資典 医師 80 教七
17 宮坂　昌之 医師 74 教七 17 伊藤　保憲 医師 80 教七

第二試合場
赤 白
番号 指　名 職業 年齢 段位 番号 指　名 職業 年齢 段位
1 小林　繁貴 医師 36 初 1 西澤　万貴 医師 39 三
2 伊藤　順一 医師 53 三 2 渡邉　洋平 医師 39 四
3 玉城　啓太 医師 39 三 3 渡部　咲陽子 医師 28 四
4 赤崎　満 医師 64 三 4 村野　光和 医師 48 四
5 柚木　靖弘 医師 57 四 5 名渡山　野花南 医師 34 五
6 阿保　貴章 医師 50 五 6 坂東　道哉 医師 53 五
7 西村　和博 ＰＴ 51 五 7 渋谷　整 医師 54 五
8 成田　雅 医師 53 五 8 兵藤　透 医師 64 五
9 伊佐地　秀司 医師 68 五 9 宮崎　眞和 医師 53 五
10 林　優 医師 46 六 10 石山　雄一 医師 37 錬六
11 土居　克三 医師 49 六 11 比嘉　愛子 保健師 43 錬六
12 由井　克之 医師 65 六 12 芦田　光 医師 73 六
13 比嘉　愛子 保健師 43 錬六 ：２回目 13 川上　格 医師 52 錬六
14 塚原　清彰 医師 48 錬六 14 小林　之直 歯科医師 54 錬六
15 箕田　修治 医師 66 六 15 中井　哲慈 医師 60 錬六
16 尾辻　瑞人 医師 61 錬六 16 大西　司 医師 63 錬六
17 森　能史 医師 62 錬六 17 林　明人 医師 65 錬六
18 瀬尾　憲治 医師 78 錬六 18 豊見山･義隆 医師 69 錬六
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４月 17 日（日）団体戦

チーム：シーサー チーム：サワフジ
指　名 職業 年齢 段位 指　名 職業 年齢 段位

先 小林　之直 歯科医師 54 錬六 先 伊藤　順一 医師 53 三
次 塚本　林功 歯科医師 54 教七 次 成田　雅 医師 53 五
中 大岩　真 歯科医師 57 教七 中 大西　司 医師 63 錬六
副 福島　孝幸 歯科医師 61 教七 副 菅　義行 医師 66 教七
大 三條　貞夫 歯科医師 70 教八 大 萬木　信人 医師 73 教七

チーム：サンダンカ チーム：ゲットウ
指　名 職業 年齢 段位 指　名 職業 年齢 段位

先 西村　和博 ＰＴ 51 五 先 土居　克三 医師 49 六
次 川上　格 医師 52 錬六 次 尾辻　瑞人 医師 61 錬六
中 森　能史 医師 62 錬六 中 荻原　一郎 医師 65 教七
副 中村　茂樹 医師 65 教七 副 豊見山･義隆 医師 69 錬六
大 桶田　俊光 医師 72 教七 大 伊藤　保憲 医師 80 教七

チーム：マンタ チーム：ノグチゲラ
指　名 職業 年齢 段位 指　名 職業 年齢 段位

先 石山　雄一 医師 37 錬六 先 西澤　万貴 医師 39 三
次 林　優 医師 46 六 次 宮崎　眞和 医師 53 五
中 根来　宏光 医師 46 錬七 中 牟田　幹久 医師 62 教七
副 坂東　道哉 医師 53 五 副 箕田　修治 医師 66 六
大 林　明人 医師 65 錬六 大 芦田　光 医師 73 六

チーム：オオゴマダラ チーム：アラマンダ
指　名 職業 年齢 段位 指　名 職業 年齢 段位

先 塚原　清彰 医師 48 錬六 先 小林　繁貴 医師 36 初
次 中井　哲慈 医師 60 錬六 次 玉城　啓太 医師 39 三
中 荻原　幸彦 医師 65 錬七 中 渡邉　洋平 医師 39 四
副 池澤　清豪 医師 68 教七 副 比嘉　愛子 保健師 43 錬六
大 熊谷　憲夫 医師 75 教七 大 永山　盛隆 医師 65 教七

チーム：グルクン チーム：デイゴ
指　名 職業 年齢 段位 指　名 職業 年齢 段位

先 名渡山　野花南 医師 34 五 先 村野　光和 医師 48 四
次 柚木　靖弘 医師 57 四 次 佐藤　伸一 医師 59 教七
中 兵藤　透 医師 64 五 中 由井　克之 医師 65 六
副 福重　哲志 医師 67 教七 副 伊佐地　秀司 医師 68 五
大 日高　久光 医師 73 教七 大 宮坂　昌之 医師 74 教七

チーム：ゴーヤー チーム：ハイビスカス
指　名 職業 年齢 段位 指　名 職業 年齢 段位

先 竹崎　達也 医師 46 教七 先 渡部　咲陽子 医師 28 四
次 増田　健太郎 医師 48 錬七 次 渋谷　整 医師 54 五
中 吉田　純 医師 50 錬七 中 赤崎　満 医師 64 三
副 鬼塚　正成 医師 56 錬七 副 笠松　紀雄 医師 66 教七
大 倉都　滋之 医師 62 教七 大 谷木　利勝 医師 73 教七

チーム：ブーゲンビレア 欠席補充要員
指　名 職業 年齢 段位 指　名 職業 年齢 段位

先 阿保　貴章 医師 50 五 岳原　吾倫 医師 25 四
次 新藤　寛 医師 61 教七 杉野　健太 医師 30 五
中 柴田　和弥 医師 65 教七 清水　浩二 医師 69 教七
副 篠原　義智 医師 70 錬七 奥島　憲彦 医師 68 教七
大 加野　資典 医師 80 教七
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４月 17 日（日）団体戦

団体戦予選リーググループ
　第一試合会場 　第二試合会場

第一グループ 第二グループ 第三グループ 第四グループ
①シーサー ⑤マンタ ①アラマンダ ④ゴーヤー
②サワフジ ⑥ノグチゲラ ②グルクン ⑤ハイビスカス
③サンダンカ ⑦オオゴマダラ ③デイゴ ⑥ブーゲンビレア
④ゲットウ

第二グループ ⑤マンタ ⑥ノグチゲラ ⑦オオゴマダラ 順位

⑤マンタ

⑥ノグチゲラ

⑦オオゴマダラ

第一グループ ①シーサー ②サワフジ ③サンダンカ ④ゲットウ 順位 第三グループ ①アラマンダ ②グルクン ③デイゴ 順位

①シーサー ①アラマンダ

②サワフジ ②グルクン

③サンダンカ ③デイゴ

④ゲットウ

第四グループ ④ゴーヤー ⑤ハイビスカス ⑥ブーゲンビレア 順位

④ゴーヤー

⑤ハイビスカス

⑥ブーゲンビレア

試合進行順番

団体戦決勝トーナメント

１．①　―　②･
２．⑤　―　⑥･
３．③　―　④･
４．⑥　―　⑦･
５．①　―　③･
６．⑦　―　⑤･
７．②　―　④･
８．①　―　④･

１．①　―　②
２．④　―　⑤
３．②　―　③
４．⑤　―　⑥
５．③　―　①
６．⑥　―　④
第一グループ
７．②　―　③

　・予選リーグ１位のチームで決勝トーナメントを行う

第一グループ１位

第一試合会場

第一試合会場

第二試合会場

第二グループ１位 第三グループ１位 第四グループ１位
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めんそーれ沖縄　参加者

番号 名　　　称 職種 専門科 年齢 段位

1 赤崎　満 医師 心臓血管外科 64 三

2 芦田　光 医師 内科 73 六

3 阿保　貴章 医師 外科 50 五

4 池澤　清豪 医師 整形外科 68 教七

5 伊佐地　秀司 医師 外科 68 五

6 石山　雄一 医師 精神科 37 錬六

7 伊藤　順一 医師 整形外科 53 三

8 伊藤　保憲 医師 外科（健康診断） 80 教七

9 大岩　真 歯科医師 歯科 57 教七

10 大仲　良仁 医師 整形外科 56 錬七

11 大西　司 医師 呼吸器内科 63 錬六

12 荻荘　則幸 医師 整形外科・
リハビリテーション科 65 教七

13 荻原　幸彦 医師 麻酔科 65 錬七

14 荻原　一郎 医師 耳鼻咽喉科 65 教七

15 奥島　憲彦 医師 食道外科 68 教七

16 桶田　俊光 医師 内科 72 教七

17 尾辻　瑞人 医師 呼吸器外科 61 錬六

18 鬼塚　正成 医師 脳神経外科 56 錬七

19 笠松　紀雄 医師 呼吸器内科 66 教七

20 加野　資典 医師 泌尿器科 80 教七

21 川上　格 医師 消化器内科 52 錬六

22 菅　義行 医師 整形外科 66 教七

23 熊谷　憲夫 医師 形成外科 75 教七

24 倉都　滋之 医師 整形外科 62 教七

25 小林　繁貴 医師 脳外科 36 初

26 小林　之直 歯科医師 歯科 54 錬六

27 佐藤　伸一 医師 内科 59 教七

28 三條　貞夫 歯科医師 歯科 70 教八

29 篠原　義智 医師 放射線科 70 錬七

30 柴田　和弥 医師 整形外科 65 教七

31 渋谷　整 医師 整形外科 54 五

32 清水　浩二 医師 消化器科 69 教七

33 新藤　寛 医師 外科・内科 61 教七

34 瀬尾　憲治 医師 内科 78 錬六

35 竹崎　達也 医師 脳神経外科 46 教七

36 谷木　利勝 医師 外科 73 教七

37 玉城　啓太 医師 血液内科 39 三

38 塚原　清彰 医師 耳鼻咽喉科 48 錬六

39 塚本　林功 歯科医師 歯科 54 教七

40 土居　克三 医師 整形外科 49 六

番号 名　　　称 職種 専門科 年齢 段位

41 豊見山･義隆 医師 精神・神経科 69 錬六

42 中井　哲慈 医師 麻酔科 60 錬六

43 中村　茂樹 医師 外科 65 教七

44 永山　盛隆 医師 整形外科 65 教七

45 名渡山　野花南 医師 循環器内科 34 五

46 成田　雅 医師 感染症内科 53 五

47 西澤　万貴 医師 消化器内科 39 三

48 西村　和博 ＰＴ 51 五

49 根来　宏光 医師 泌尿器科 46 錬七

50 野見山　 医師 麻酔科 77 教八

51 林　明人 医師 脳神経外科・
リハビリテーション科 65 錬六

52 林　優 医師 産婦人科 46 六

53 坂東　道哉 医師 外科 53 五

54 比嘉　愛子 保健師 43 錬六

55 日高　久光 医師 大腸肛門科 73 教七

56 兵藤　透 医師 透析・泌尿器科 64 五

57 福重　哲志 医師 緩和ケア 67 教七

58 福島　孝幸 歯科医師 歯科口腔外科 61 教七

59 増田　健太郎 医師 ペインクリニック 48 錬七

60 箕田　修治 医師 脳神経内科 66 六

61 宮坂　昌之 医師 免疫学 74 教七

62 宮崎　眞和 医師 頭頸部外科・耳鼻咽喉科 53 五

63 三好　博文 医師 消化器内科 72 教七

64 牟田　幹久 医師 外科 62 教七

65 村野　光和 医師 救急科 48 四

66 森　能史 医師 内科 62 錬六

67 萬木　信人 医師 循環器内科 73 教七

68 由井　克之 医師 免疫学 65 六

69 柚木　靖弘 医師 心臓血管外科 57 四

70 湯村･正仁 医師 外科 80 範八

71 吉田　純 医師 外科 50 錬七

72 渡邉　洋平 医師 麻酔科 39 四

73 渡部　咲陽子 医師 産婦人科 28 四
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各会場へのアクセス
大会会場とロワジールホテル那覇・ルートイングランティア那覇の間でシャトルバスを
運行いたします。

那覇空港

懇親会会場
ロワジールホテル那覇

ルートイン
グランティア那覇

県立武道館

■ 懇親会会場
ロワジールホテル那覇
TEL:098-868-2222（ナビダイヤル）／ FAX:098-860-2000

■ ご宿泊ホテル
ルートイングランティア那覇
TEL:098-860-0771 ／ FAX:098-860-0772

〒900-0036 沖縄県那覇市西3-2-1

〒900-0036 沖縄県那覇市西2‐25‐12
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大会会場のご案内

■ 沖縄県立武道館　アリーナ棟・錬成道場
奥武山公園運営管理事務所
TEL：098-858-2700  ／  FAX：098-859-0102

沖縄県那覇市奥武山町52(沖縄県立武道館内）

シャトルバス
　　乗降場所

最寄駅：奥武山公園駅
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錬成道場

メインアリーナ

入口・受付

大会会場内　見取図

試合場レイアウト

舞台

横断幕

演台

階段

審判長

選手控席

総務

本部記録

審判員

補助員

第二会場

審判員

補助員

第一会場

来賓席

役員席

役員席

―

　
　会
場
出
入
口
　
　―

（メインアリーナ）
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シャトルバス運行表

【4/16（土）】　ホテル→剣道大会会場

【4/16（土）】　剣道大会会場→ホテル

※事前の予約は必要ありません。
第55回全日本医師剣道大会　無料シャトルバス運行スケジュール

タクシーをご希望のお客様へ

閉会式は15：00終了予定となっています（若干前後する場合もございます）

ロワジールホテル那覇 発 沖縄県立武道館 着ルートイン
グランディア那覇 発
→沖縄県立武道館へ 　→ロワジールホテル那覇へ→沖縄県立武道館へ

（ルートイングランディア那覇 を経由）

①
②
③
④
⑤

11：00
11：20
11：40
12：00
12：20

①
②
③
④
⑤

11：05
11：25
11：45
12：05
12：25

①
②
③
④
⑤

11：25
11：45
12：05
12：25
12：45

所要時間
約7～10分

沖縄県立武道館 発
ルートイン

グランディア那覇 着ロワジールホテル那覇 着
→（沖縄県立武道館へ回送）

①
②
③
④
⑤
⑥

16：20
16：40
17：00
17：20
17：40
18：00

①
②
③
④
⑤
⑥

16：30
16：50
17：10
17：30
17：50
18：10

①
②
③
④
⑤
⑥

16：40
17：00
17：20
17：40
10：00
18：20

【4/17（日）】　ホテル→剣道大会会場

【4/17（日）】①剣道大会会場→ホテル ②剣道大会会場→那覇空港

ロワジールホテル那覇 発 沖縄県立武道館 着ルートイン
グランディア那覇 発
→沖縄県立武道館へ 　→ロワジールホテル那覇へ→沖縄県立武道館へ

（ルートイングランディア那覇 を経由）

①
②
③
④
⑤

7:20
7:40
8:00
8:20
8:40

①
②
③
④
⑤

7:25
7:45
8:05
8:25
8:45

①
②
③
④
⑤

7:45
8:05
8:25
8:45
9:05

所要時間
約7～10分

沖縄県立武道館 発 ロワジール
ホテル那覇

①閉会式終了の
②閉会式終了の
③閉会式終了の
④閉会式終了の

30分後
1時間10分後
1時間50分後
2時間30分後

沖縄県立武道館 発

①閉会式終了の
②閉会式終了の
③閉会式終了の

30分後
1時間10分後
1時間50分後

※空港行き
※空港行き
※空港行き

所要約
10-15分

所要約
15分

ルートイン
グランディア那覇所要約

5分

「ロワジールホテル那覇」「ルートイングランディア那覇」　⇔　沖縄県立武道館
所要約10分　費用約1,000円程度

沖縄県立武道館　⇔　那覇空港

所要約15分
費用約1,500円程度●沖東交通グループ　TEL：0120-21-5005　または　TEL：098-946-5005

●日 本 交 通 TEL：0120-89-5125　または　TEL：098-857-2787
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回次 開催年月日 開催地 大会会長・副会長・運営委員長
実行委員長・事務局町

第１回 S34 東京 （後楽園・全剣連・中央道場） 初代会長：伊藤京逸

第２回 S38 大阪 （大阪城内・修道館） 大会会長：伊藤京逸

第３回 S42.4.1 名古屋（名鉄体育館） 大会会長：伊藤京逸

S43.2.18 東京 （衆議院第一議員会館剣道場） 大会会長：伊藤京逸

第04回 S44.8.15 仙台 （県立スポーツセンター） 大会会長：松川金七

第05回 S45.10.24 京都 （武徳殿） 大会会長：高岡謙次

第06回 S46.4.3 東京 （武道館） 大会会長：伊藤京逸

第07回 S47.9.15 高知 大会会長：川田茂宏

大会終了後の会議にて高岡謙次先生が連盟会長

第 08回 S48.10.13 札幌 （札幌体育館） 大会委員長：内藤詩郎

第09回 S49.5.25 熊本 （県武道館） 大会委員長：笹原　登

第10回 S50.4.6 京都 （武徳殿） 大会委員長：重城良一

第11回 S51.5.16 新潟 （県立総合体育館） 大会委員長：外山司郎

第12回 S52.11.13 下関 （市立山ノ田中学校体育館） 大会委員長：桃崎正香

第13回 S53.9.23 名古屋（愛知県スポーツ会館） 大会委員長：三輪田薫

第14回 S54.4.8 東京 （東京慈恵医科大学体育館） 大会委員長：海老原千春

第15回 S55.5.25 長崎 （市民体育館） 大会委員長：前田信良

第16回 S56.11.7 静岡 （市民体育館） 大会委員長：内田智康

第17回 S57.10.10 広島 キリンビール広島工場体育館 大会委員長：藤井　実

第18回 S58.4.9 大阪 久保田鉄工中央体育館 大会委員長：中村周吉郎

第19回 S59.10..27・28 岡山 岡山武道館 大会委員長：日下　連

第20回 S60.9.15 千葉 千葉県武道館 大会委員長：綿貫重雄

第21回 S61.9.14 京都 京都市武道センター 大会会長：根本浩介

第22回 S62.4.4 東京 東京医科大学記念会館 大会会長：大禰一郎

第23回 S63.9.11 米子 市民体育館 大会会長：中曽栄吾

第24回 H1.9.15 仙台 県武道館 大会会長：鈴木仁一

第25回 H2.9.23 茨城 つくば第３県民センター 大会会長：大禰一郎

第26回 H3.4.17 京都 京都市武道センター 大会会長：横関誠夫　運営委員長：横関保彦

第27回 H4.9.27 高松 高松市総合体育館 大会会長：畠瀬　治　運営委員長：伊藤保憲

全日本医師剣道大会　記録
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回次 開催年月日 開催地 大会会長・副会長・運営委員長
実行委員長・事務局町

第 28回 H5.10.10 福岡 県立久留米体育館 大会会長：熊丸　治　運営委員長：加野資典

第29回 H6.10.16 東京 東京医科大学記念会館 大会会長：宮地誠　大会副会長：山崎衛　
運営委員長：伊藤元明

第30回 H7.4.9 愛知 江南市民会館 大会会長：村瀬守男　運営委員長：吉尾豪

第31回 H8.9.22 沖縄 沖縄県立武道館 大会会長：永山　薫　運営委員長：永山盛隆

第32回 H9.9.14. 岩手 岩手県武道館 大会会長：中村好和　実行委員長：小西　一

第33回 H10.11.21.22 鹿児島 鹿児島アリーナ 大会会長：楠元忠雄　実行委員長：諸木浩一

第34回 H11.4.3 東京 東京医科大学記念会館 大会会長：山崎　衛　運営委員長：伊藤元明

第35回 H12.4.15・16 広島 広島総合体育館 大会会長：十河勝正　大会副会長：瀬尾憲司　
運営委員長：渋川哲治

第36回 H13.4.17 熊本 熊本大学総合体育館 大会会長：笹原　登　事務局長：由布雅夫

第37回 H14.9.14・15 札幌 札幌市総合体育館 大会会長：道下俊一

第38回 H15.4.5・６ 福岡 宗像ユリックス 大会会長：加野資典

第39回 H16.4.17・18 大阪 大阪コスモスクエア国際交流センター 大会会長：鏡山博行　運営委員長：長野拓三

第40回 H17.4.16・17 大分 別府市民体育館 大会会長：広瀬信道　運営委員長：河野信一

第41回 H18.4.15・16 神奈川 相模女子大体育館 大会会長：野見山　 　

第42回 H19.4.7・８ 大阪 豊中市立体育館 大会会長：宮坂昌之　事務局長：西本　孝

第43回 H20.4.19・20 兵庫 兵庫県立武道館 大会会長：松井英互　運営委員長：佐藤義典

第44回 H21.5.23・24 千葉 千葉ポートアリーナ 大会会長：遠山富也　実行委員長：西嶋　浩　
事務局長：長尾啓一

第45回 H22.4.10・11 伊勢 三重県営サンアリーナ 大会会長：中山尚夫

第46回 H.23.4.9・10 東京 東日本大震災により中止 大会会長：伊藤元明　運営委員長：荻原幸彦

第47回 H24.4.7・８ 米子 鳥取県立武道館 大会会長：飯塚幹夫　実行委員長：湯村正仁

第48回 H25.6.22・23 仙台 仙台市青葉体育館 大会会長：今村幹雄　実行委員長：渡邉哲子

第49回 H26.6.5・６ 長崎 長崎県立総合体育館ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ 大会会長：萬木信人　実行委員長：吉田善春

第50回 H27.4.11・12 京都 京都市武道センター 大会会長：吉村了勇　実行委員長：西本知二

第51回 H28.4.11・12 茨城 つくばカピオ 大会会長：大祢廣伸　実行委員長：林　明人

第52回 H29.4.8・９ 高知 高知県立武道館 大会会長：谷木利勝　実行委員長：枝重恭一

第53回 H30.4.14・15 岩手 北上市総合体育館 大会会長：菅　義行　実行委員長：川上　格

第54回 R1.5.18・19 東京 東京医科大学体育館 大会会長：稲村征夫　実行委員長：荻原幸彦
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第 56 回 全日本医師剣道大会 “ 柳都・新潟大会 ”

　第 56 回全日本医師剣道大会を令和 5年（2023 年）4 月 8 日、9 日の両日に、新潟市にて開催い

たします。新潟市での開催は 2回目で、1回目は昭和 51 年・第 11 回大会を外山司郎会長の下で開

催しました。

　新潟市は人口約 78 万人で日本海側で最初の政令指定都市です。日本一の大河・信濃川（総延長

400㎞）の河口、米の産地の越後平野に位置します。江戸時代から西廻りの「北前船」寄港地で、

この稲作に適した気候で、明治 21 年頃には東京を抜いて日本一の人口を誇りました。当時の新潟

市には堀が街の中に縦横無尽に張り巡らされ、堀端には今でも残る、数多くの柳が植えられていま

した。その柳の下を新潟の古町芸妓さん達が歩いてお座敷に向かう姿がいかにも風情と美しさを醸

し出していました。

　最盛期には京都祇園、赤坂、新橋などと並び称され 400 人の芸妓さんがいたといわれています。

この脈々と受け継がれている新潟の “おもてなしの心 ”で大会を開催したいと思います。

　新潟市は昔から交通の要衝として栄え、北前船と共に幕末の外国との修好通商条約による開港五

港のひとつにもなりました。この新潟港から 40㎞の日本海の沖合に現在ユネスコの世界遺産登録

を目指している佐渡ヶ島があります。徳川家康の肝入りで金山開発が行なわれ、江戸時代初期には

年間 400㎏の金の産出を誇りました。佐渡ヶ島の入り口、両津港には新潟港より高速船・ジェット

フォイルで 1時間で行くことができます。

　新潟市は JR 上越新幹線で東京駅から早い列車で 1時間 40 分で着くことができます。新潟空港

は新潟駅より 7.5㎞北東の日本海沿いに位置しています。国内線は札幌、成田、中部国際、小牧、

伊丹、関西国際、福岡、那覇、神戸と結ばれています。高速道路網も発達しており、東京からは約

350㎞、約 4時間で来れます。（新潟東スマート IC・ETC専用を降りて会場まで 5分です。）

　大会会場は JR新潟駅より信越線で南へ 8㎞（約 10 分）JR 亀田駅東口に隣接する新潟県立新潟

ふれ愛プラザ（新潟市江南区亀田向陽）の体育館で開催予定です。この亀田地区は古くから “米ど

新潟大会
会　長

荻　荘　則　幸
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ころ ” と知られ有名な米菓 “ かめだのあられ、おせんべー ” の亀田製菓の所在地です。また、この

亀田駅東口には水島新司さんの漫画 “ドカベン ” で有名な新潟明訓高校や、日本酒・越乃寒梅で有

名な石本酒造があります。

　4月初旬は新潟では丁度、桜の咲く時期で朝・晩は冷えますが、とても爽やかで過ごしやすい季

節です。どうぞ皆様、新潟に是非お越し下さい。

　（追記：ホテルについて、皆様お早めに御自身で御予約下さい。）

　新潟駅周辺にはたくさんホテルがあります。（駅から）

　　① JR東日本ホテルメッツ新潟（駅直結）

　　②アートホテル新潟駅前（駅直結）

　　③新潟第一ホテル（徒歩 2分）

　　④新潟東映ホテル（徒歩 5分）

　　⑤アパホテル＆リゾート（1001 室、徒歩 7分）

　　⑥ANAクラウンプラザホテル新潟（徒歩 10 分）

　　⑦ホテル日航新潟（景色が最高！佐渡が見えます、車で 5分）

　　⑧ホテルオークラ新潟（信濃川沿い、天皇陛下も御利用されてます、車で 5分）

　　⑨ホテルイタリア軒（古町繁華街近く、車で 7分）
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TEL : 098-850-3811

TEL : 098-851-0501

TEL:098-840-5151TEL:098-852-2000 TEL:098-856-4707

〒901-0224 豊見城市与根 50 番地 5

〒901-0224　豊見城市与根 50 番地 5

地域医療支援病院 /地域災害拠点病院 /沖縄 DMAT 指定病院
基幹型臨床研修支援病院 /看護師特定行為研修指定機関

〒901-0243　豊見城市上田 25 番地

在宅療養支援病院 /ペインクリニック専門医指定研修施設
協力型臨床研修支援病院

TEL : 098-850-3811

友愛会についての
詳しい情報は各施設
WEBサイトを
ご覧ください

人間ドック・健診施設機能評価認定
人間ドック健診専門医研修施設認定
マンモグラフィ検診施設画像認定施設

超強化型老人保健施設認定
短時間通所リハビリテーション提供施設

検査機器
GE社 Discovery IQ2.0
SIMENS社 Biograph16 TruePoint TV

〒901-0243　豊見城市上田 25 番地〒901-0225　豊見城市豊崎 1番 412〒901-0225　豊見城市豊崎３番 49
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西崎病院

以和貴会以和貴会以和貴会医  療  法  人
社会福祉法人
医  療  法  人
社会福祉法人

“あなたの幸せが私の幸せです”をモットーに、私たちは全職員が“和”を大事にし、
利用者と地域の皆様へ質の高い医療と介護を提供します。

理事長　名嘉 勝男

院 長　名嘉 栄勝

施設長　城間 定治

施設長　屋宜　公〒901-0314
糸満市字座波 371-1

098-994-0055
［診療科目］

内科・外科・皮膚科・泌尿器科・整形外科・脳神経外科

リハビリテーション科・健康管理センター・人工透析

ソフィア

介護老人保健施設

障害者支援施設

℡

－関連施設－

老人デイサービスセンター朝日　朝日の家指定訪問介護事業所　居宅介護支援朝日　特定相談支援事業所　ソフィア

老人デイサービスセンターソフィア　　障害福祉サービス事業所ソフィア　ウェルネス西崎病院

朝日の家
特別養護老人ホーム

以和貴保育園

〒901-0314
糸満市字座波 371-1

098-994-8749℡

〒901-0301
糸満市字阿波根 1029-10

098-994-4454℡

施設長　城間 定治

更生ソフィア
障害者支援施設

〒901-0301
糸満市字阿波根 1021

098-994-1717℡

施設長　名嘉 純子

〒901-0607

南城市玉城字喜良原 526 番地

098-948-7631℡

園長　名嘉 紀勝

〒901-0619

南城市玉城字屋嘉部 79 番地 2

098-949-7770℡

〒901-0306　沖縄県糸満市西崎町 3-379

デイサービスセンター 西崎

℡ 098-994-7831

在宅総合センター 西崎

℡ 098-994-4418

有料老人ホーム サンテラス西崎

℡ 098-996-3344

企業内保育事業所

めぶき園

〒901-0306　

沖縄県糸満市西崎町 3-241

098-992-0152℡

月～土曜日 AM 8:00 ～ PM 7:00

祝祭日　　 AM 8:00 ～ PM 6:00

医療法人　以和貴会

社会福祉法人　以和貴会

複合施設
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＜＜附附 設設＞＞

●● ガガンンママナナイイフフセセンンタターー（（脳脳腫腫瘍瘍等等治治療療））

●● 回回復復期期リリハハビビリリテテーーシショョンン病病棟棟

●● 高高気気圧圧酸酸素素治治療療セセンンタターー

●● メメデディィカカルルフフィィッットトネネススセセンンタターー

●● 訪訪問問看看護護スステテーーシショョンン

●● 健健康康管管理理セセンンタターー
・・人人間間ドドッックク ・・脳脳ドドッックク

・・一一般般健健康康診診断断 ・・航航空空身身体体検検査査

― ― ― 予予約約随随時時受受付付 ― ― ―

沖縄セントラル病院
病院⻑ ⼤仲 良仁

住 所：沖縄県那覇市与儀1丁⽬26番6号

ＴＥＬ： ０９８−８５４−５５１１
ＦＡＸ： ０９８−８５４−５５１９
http://www.central.jyujinkai.or.jp
Email ： o-centh1@nirai.ne.jp

◆◆職職 員員 募募 集集 （（急急募募））
医医 師師 (内内 科科・・呼呼吸吸器器内内科科・・循循環環器器内内科科)常常勤勤・・非非常常勤勤（（相相談談可可））
問問合合せせ先先 ：： ００９９８８－－８８５５４４－－５５５５１１１１ 担担当当窓窓口口：：事事務務長長 名名 嘉嘉

◆◆令令和和２２年年１１月月よよりり

高高速速ママルルチチススラライイススＣＣＴＴ（（８８００列列））をを導導入入！！

最最高高水水準準のの精精密密検検査査をを受受けけてて頂頂けけまますす！！

医療法⼈ 寿仁会
理事⻑ ⼤仲 良⼀
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精精神神科科･･心心療療内内科科･･内内科科

博博 愛愛 病病 院院
医医療療法法人人フフェェニニッッククスス

介介護護保保険険・・障障害害福福祉祉ササーービビスス事事業業

●精精神神科科デデイイケケアア・・訪訪問問看看護護
●●デデイイササーービビススセセンンタターー ははくくああいい
●●ググルルーーププホホーームム オオアアシシスス
●●共共同同生生活活援援助助 ははくくああいいのの園園
●●有有料料老老人人ホホーームム ユユーートトピピアア
●●相相談談支支援援事事業業所所 ははくくああいい

〒〒990011--11110055 南南風風原原町町字字新新川川448855--11

電電話話 ((009988))888899--44883300

URL：：http://www.hakuai-hsp.jp

Sweet
Chocolate

White

Chocola
te

White

Chocola
te

Sweet
Chocolate

White
Chocolate

パウンドケーキ
バナナケーキ
チョコレートケーキ

おいしさいっぱい♪

マフィンセット

okinawa 1956

より贅沢に
ジミーの
パウンドケーキ うれしさふく

らむ

ジミーのハッ
ピーギフト！
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医療法人 社団 輔仁会 

⼼と⼼をつなぐやすらぎの医療 

田 崎 病 院 
精神科 ・ 内科 ・ ⼼療内科 （急性期 ・ 訪問看護） 

☎ 098-885-2375 
認知行動療法 那覇市松川 319 番地 

うつナイトケア 

輔仁クリニック 

嬉野が丘 サマリヤ人病院

仁会 

☎ 098-885-6605 

精神科 ・ 内科 ・ ⼼療内科 ・ ⻭科  

沖縄県指定 認知症疾患医療センター 

☎ 098-889-1328 

⼀般内科 ・ 循環器内科 ・ 消化器内科 ・ ⼼療内科 

☎ 098-888-3784 

介護老人保健施設 嬉野の園 

睡眠に関わるお悩みに専⾨医が対応します 

☎ 098-888-1268 

認知症の⽅を⽀えるご家族を応援しています 

那覇市松川 301-4 番地 南⾵原町新川 458-1 番地 
ショートステイや通所リハビリにも対応しています 

睡眠外来 

2020 年 1 ⽉より⻭科を開設しました 
歯科  ☎098-970-6192（直通） 

認知症・物忘れ外来 

南⾵原町新川 460 番地 

びと 

院　長 西　　平　　守　　樹

・ ・
《診診療療科科目目》 ・ ・

・ ・
＊ 受付 ＊ 休診 日・祝祭日

午前　8：30〜12：00 年末・年始

午後　1：30〜 5：30 旧盆ウークイ

木・土・・午後

〠　      901-2205

住住    所所　　    宜宜野野湾湾市市赤赤道道ニニ丁丁目目22番番22号号

電電    話話 098-896-1116 FFAAXX 098-896-0766

（火曜日のみ4：30まで）
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LL   ee     nn   ee   tt     GG   rr   oo   uu   pp        

人人にに「「真真心心」」、、地地域域にに「「笑笑顔顔」」、、医医療療にに「「信信頼頼」」をを広広げげまますす。。 
私たちのグループ名に込められた思い。それは、皆様とのコミュニケーションから、ネットワークを広げることです。親身になって、ニーズに
応える「真心」 気軽に相談できる安心の「笑顔」 あらゆる視点からサポートする「信頼」。これらを大切にしながらコミュニケーションの輪
を広げ、医療・医薬業に従事する方々と患者様や地域のＱＯＬ向上に尽力していきたいと考えています。 
これからも、「レッツ・ネットワーク」をテーマに展開するレ・ネットグループを宜しくお願い申し上げます。     

有有限限会会社社  ささわわややかか薬薬局局  
  

さ わ や か 薬 局 
〒 9 0 1 - 2 2 1 2 宜野湾市長田１丁目２９番１号 

TT EE LL .. 00 99 88 -- 88 99 33 -- 55 55 66 66   FF AA XX .. 00 99 88 -- 88 99 33 -- 55 88 55 88   
さ わ や か 薬 局  西 原 店 

〒 9 0 3 - 0 1 1 8  西原町字小波津３番地の７ 

TT EE LL .. 00 99 88 -- 99 44 44 -- 22 99 88 88   FF AA XX .. 00 99 88 -- 99 44 44 -- 22 99 88 77   
さ わ や か 薬 局  開 南 店 

〒 9 0 0 - 0 0 2 2  那覇市樋川２丁目１番２号 1 - B 

TT EE LL .. 00 99 88 -- 99 99 66 -- 44 99 77 22   FF AA XX .. 00 99 88 -- 99 99 66 -- 44 99 77 33  
 

  
有有限限会会社社  フフレレンンドド  

  
は ん た が わ 薬 局 

〒902-0071 那覇市繁多川３丁目５番１８号 

TEL.098-831-7667 FAX.098-831-7668 
  

有有限限会会社社  アアミミテティィ  
  

ビ オ ラ 薬 局 

〒 9 0 0 - 0 0 1 1  那覇市上之屋１ -３ -３２ 

TEL.098-864-0851 FAX.098-864-0852 
    

有限会社  さわやか薬局 
代 表 取 締 役 社 長 國國吉吉  みみどどりり 

有 限 会 社 フ レ ン ド 
有 限 会 社 ア ミ テ ィ 
代 表 取 締 役 社 長 比比嘉嘉  淳淳 

 
  

 
 

   有限会社 レ・ネット  代表取締役会長 大大城城  朝朝德德  

代表取締役社長 比嘉    淳淳   
  

  本本社社／／〒〒990011--22110044  浦浦添添市市当当山山１１丁丁目目 77--1177（（２２FF))  

  TTEELL..009988--887788--33333377  ＦＦＡＡＸＸ009988--887788--33335577    
 
 

  

人人にに「「真真心心」」、、地地域域にに「「笑笑顔顔」」、、医医療療にに「「信信頼頼」」をを広広げげまますす。。ＬＬｅｅｎｎｅｅｔｔググルルーーププ 

     

保 険 薬 局 プ ラ ネ ッ ト 

〒901-2131 浦添市牧港２丁目４５番１号 

TEL.098-870-8638 FAX.098-870-8656 

 
保険薬局プラネットまかび 

〒902-0068 那覇市真嘉比３丁目 6 番 1 号 

TEL.098-882-4170 FAX.098-882-4160 
   

   

ぐ す く 薬 局 

〒902-0071 那覇市繁多川３丁目７番７号 

TEL.098-882-3139 FAX.098-882-3140 

 
石 川 イ ン タ ー 前 薬 局 

〒904-1106 うるま市石川２４１０番地１ 

TEL.098-964-7111 FAX.098-964-7117 
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ＷＷｅｅｂｂ：：  hhttttpp::////wwwwww..ookkiinnaawwaa--yyoouutthh..jjpp//  
   

 
とと くく りり んん 薬薬 局局   南南 風風 原原 店店  
〒〒99 00 11 -- 11 11 00 33 南南風風原原町町字字与与那那覇覇 22 88 33 番番地地  

☎☎  00 99 88 -- 88 88 99 -- 33 55 88 00  

メメデディィカカルルププララザザははええばばるる内内  
  

とと くく りり んん 薬薬 局局   経経 塚塚 店店    
〒〒 99 00 11 -- 22 11 11 11 浦浦添添市市字字経経塚塚７７４４５５番番地地７７  

☎☎  00 99 88 -- 88 77 55 -- 55 77 00 00  

            経経塚塚駅駅前前医医療療モモーールル内内  
  

とと くく りり んん 薬薬 局局   前前 田田 店店  
〒〒 99 00 11 -- 22 11 00 22 浦浦添添市市字字前前田田 11 11 55 22 番番地地 55  

☎☎  00 99 88 -- 88 77 11 -- 00 33 00 55  

具具志志堅堅循循環環器器科科  向向かかいい  

    

株株式式会会社社ユユーースス   代代表表取取締締役役社社長長   大大城城   朝朝德德  

〒〒990011--11110033南南風風原原町町字字与与那那覇覇２２８８３３番番地地 TTeell..009988--996633--55000011  

 
とと くく りり んん 薬薬 局局   赤赤 嶺嶺 駅駅 前前 店店    
〒〒99 00 11 -- 00 11 55 44 那那覇覇市市赤赤嶺嶺２２丁丁目目１１番番地地９９号号  

☎☎  00 99 88 -- 88 55 11 -- 77 77 00 11  

那那覇覇西西ククリリニニッックク  向向かかいい  

  

  とと くく りり んん 薬薬 局局   比比 屋屋 根根 店店    
〒〒990044--22117733 沖沖縄縄市市比比屋屋根根 66 丁丁目目 2277--2200  11ＦＦ  

☎☎  00 99 88 -- 99 33 33 -- 55 55 11 11  

ななかかむむらら内内科科おおななかかククリリニニッックク・・いいくくみみ皮皮ふふ科科ククリリニニッックク隣隣りり  

  

  とと くく りり んん 薬薬 局局   与与 勝勝 店店    
〒〒990044--22331122 ううるるまま市市勝勝連連平平安安名名 11665555--11--22  

☎☎  00 99 88 -- 99 77 88 -- 88 88 00 00  

かかつつれれんん耳耳鼻鼻科科ククリリニニッックク  ととななりり  

  

人人にに「「真真心心」」、、地地域域にに「「笑笑顔顔」」、、医医療療にに「「信信頼頼」」。。「「ととくくりりんん薬薬局局」」ははここのの思思いいをを胸胸にに、、  

皆皆様様ががいいつつででもも気気軽軽にに安安心心ししてて相相談談ででききるる、、温温かかいい保保険険調調剤剤薬薬局局づづくくりりにに取取りり組組んんででいいまますす。。  
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海海  邦邦  通通  関関  株株  式式  会会  社社  

  
代表取締役社長 小 山 晴 久 

 

〒900-0001 沖縄県那覇市港町２丁目１５番１号 

TEL：098-866-1123  FAX：098-868-3307 
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販販売売取取扱扱／／医医療療機機器器・・福福祉祉機機器器  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株株式式会会社社    

アアイイ・・ジジーー・・エエムム  
  
〒〒990011--22113333  沖沖縄縄県県豊豊見見城城市市豊豊崎崎 33--110033    
TTEELL：：009988--889911--77660022    
FAX：098-891-7603  

ププ ロロ ポポ ーー シシ ョョ ンン づづ くく りり のの ダダ イイ アア ナナ

ダダイイアアナナ エエルル

沖沖縄縄県県浦浦添添市市伊伊祖祖44--1100--1133 メメゾゾンン伊伊祖祖220044号号

TTEELL：：（（009988））887788--55887799

チチーーフフププロロポポーーシショョンンカカウウンンセセララーー

宮宮里里真真弓弓
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ご協賛へのお礼

ご協賛いただいた個人、企業・団体の皆様

　この度は第 55 回全日本医師剣道大会　―めんそーれ沖縄―　開催にあたり、ご協賛をいただ

き誠に有難うございました。２年間の延期はありましたが、皆様のおかげで無事準備を整える

ことができました。こころよりお礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 55 回全日本医師剣道大会　　会　　･･長　奥島憲彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　永山盛隆

今井　千春　様

名嘉　圭代　様

赤崎　　満　様

親川　富憲　様

奥島　憲彦　様

奥島　幸子　様

永山　盛隆　様

豊見山義隆　様

小林　繁貴　様

野見山　 　様

宮崎　睦雄　様

枝重　恭一　様

椛島　悌蔵　様

今村　幹雄　様

全日本医師剣道連盟

沖縄第一病院

喜屋武内科クリニック

わくさん内科

山城整形外科眼科医院

Meiji･Seika･ファルマ株式会社

KNメディカル　
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