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川辺 大樹 北海道 社会医療法人孝仁会　釧路孝仁会記念病院
内藤 麻生 北海道 株式会社ハナミズキ　訪問看護ステーションつぼみ
金子 直美 北海道 医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ
中山 大樹 北海道 医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院
深坂 克洋 北海道 新札幌パウロ病院　訪問リハビリテーション事業所
山下 奉位 北海道 札幌宮の沢脳神経外科病院
中村 知毅 北海道 イムス札幌消化器中央総合病院
片桐 洋介 北海道 医療法人　稲仁会　旭川脳神経外科循環器内科病院
河面 夏泉 北海道 医療法人渓仁会 札幌渓仁会リハビリテーション病院
佐久間 美香 北海道 社会医療法人製鉄記念室蘭病院
佐々木 淳一 北海道 医療法人社団　青優会　南小樽病院
佐藤 美加 北海道 医療法人渓仁会定山渓病院
佐藤 涼子 北海道 医療法人徳洲会　帯広徳洲会病院
志村 将 北海道 医療法人渓仁会定山渓病院
千葉 瑛斗 北海道 医療法人渓仁会定山渓病院
阿部 陽闘志 北海道 松前町立松前病院
斉藤 弘匡 北海道 時計台記念病院
足立 早希 北海道 十勝いけだ訪問看護ステーション
大畠 誠 北海道 社会医療法人製鉄記念室蘭病院
田辺 泰隆 北海道 勤医協丘珠通所介護すこやか
猪股 祐佳 北海道 社会医療法人社団　三草会　訪問看護ステーション　アシスト
大野 裕貴 北海道 イムス札幌内科リハビリテーション病院
野中 健二 北海道 社会医療法人交雄会メディカル　交雄会新さっぽろ病院
山本 健太郎 北海道 訪問看護ステーション母恋
笠 青陽 北海道 社会医療法人社団三草会クラーク病院訪問リハビリテーション
中屋敷 真貴子 青森県 医療法人　謙昌会　総合リハビリ美保野病院
遊馬 悦子 青森県 医療法人　謙昌会　総合リハビリ美保野病院
伊勢田 賢 青森県 医療法人　謙昌会　総合リハビリ美保野病院
濱中 富美 青森県 津軽保健生活協同組合 健生クリニック
岩野 敏秀 岩手県 こんの神経内科・脳神経外科クリニック
横屋 晃 岩手県 こんの神経内科・脳神経外科クリニック
野中 一成 岩手県 もりおか往診ホームケアクリニック
下大澤 綾 岩手県 こんの神経内科・脳神経外科クリニック
高階 欣晴 岩手県 公益財団法人いわてリハビリテーションセンター
星 孝 宮城県 東北文化学園大学　理学療法学専攻
澁谷 健太 宮城県 公益財団法人宮城厚生協会ケアステーションしおかぜ
髙橋 千晴 宮城県 株式会社　リハサポート桜樹　桜樹訪問看護ステーション
菊池 真由美 宮城県 宮城厚生協会 坂総合病院
菅原 理 宮城県 南三陸病院
鈴木 貴也 宮城県 公益財団法人　宮城厚生協会　坂総合病院
山方 豪 宮城県 登米市訪問看護ステ－ション
猿田 祐介 秋田県 訪問看護ステーション　幸
大田 健太郎 秋田県 大湯リハビリ温泉病院
細谷 圭 山形県 リハビリ特化型訪問看護ステーション菜の花
佐藤 祐樹 福島県 訪問看護ステーションあい
板垣 達也 福島県 医療法人 誠励会 ひらた中央病院
榊 ひとみ 福島県 あづま脳神経外科病院
沼崎 康友 福島県 あづま脳神経外科病院
細田 忠博 茨城県 茨城県リハビリテーション専門職協会
篠塚 敦子 茨城県 牛久愛和総合病院
中山 笑美 茨城県 牛久愛和総合病院
小栗 美沙 茨城県 牛久愛和総合病院
渡邉 崇 茨城県 つくばケアセンター訪問リハビリテーション
中刎 裕子 茨城県 筑波中央病院
鈴木 充紘 茨城県 茨城リハビリテーション病院
磯部 紀仁 茨城県 医療法人社団　聖嶺会　立川記念病院
國谷 伸一 茨城県 医療法人社団　聖嶺会　立川記念病院
石澤 仁志 茨城県 訪問看護ステーション　春風
市毛 恒一 茨城県 にこにこステーション
田村 直輝 茨城県 牛久愛和総合病院
原 佳祐 茨城県 医療法人　慶友会　守谷慶友病院
磯 智 茨城県 訪問看護リハビリステーションLeaves
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稲葉 恭子 茨城県 公益財団法人筑波メディカルセンター
上木 祐介 茨城県 らふえる訪問看護ステーション
葛西 亜美 茨城県 医療法人社団　聖嶺会　立川記念病院
塙 花甫里 茨城県 医療法人社団　聖嶺会　立川記念病院
黒崎 明子 栃木県 博愛会　菅間記念病院
有馬 正人 栃木県 曙訪問看護ステーション
小平 真希子 栃木県 一般社団法人巨樹の会　宇都宮リハビリテーション病院
中村 亮太 栃木県 一般社団法人巨樹の会新上三川病院
布川 才浩 栃木県 一般社団法人巨樹の会新上三川病院
安川 聡子 栃木県 上都賀総合病院
小此木 諭 群馬県 社会医療法人輝城会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝまつかぜ
千代田 直之 群馬県 デイサービスセンター　青い空
野本 正仁 群馬県 公財）脳血管研究所美原記念病院　訪問看護ステーション　グラーチア
小田原 大昂 群馬県 社会医療法人輝城会かがやき訪問看護ステーション
堀 仁司 群馬県 西吾妻福祉病院
澤田 麻美 群馬県 一般財団法人榛名荘　介護老人保健施設　あけぼの苑
星野 暢 埼玉県 東大宮訪問看護ステーション
合志 俊雄 埼玉県 つばさ訪問リハビリテーション事業所
清水 知恵 埼玉県 医療法人社団愛友会 伊奈病院
鈴木 竜弥 埼玉県 医療法人社団 清幸会 行田中央総合病院
矢嶋 俊一 埼玉県 熊谷生協訪問看護ステーション
高杉 栄 埼玉県 医療法人徳明会　訪問リハビリテーション飯能リハビリ館
工藤 宏 埼玉県 医療法人社団　協友会　彩の国東大宮メディカルセンター
山川 直希 埼玉県 医療法人社団愛友会 伊奈病院
鈴木 大貴 埼玉県 とだ小林医院
富張 勝則 埼玉県 済生会栗橋病院
渡辺 美里 埼玉県 東京リハビリ訪問看護ステーション川口
吾妻 薫 埼玉県 きらり訪問看護ステーション
小野 美穂 埼玉県 医療法人藤田会　西武川越病院
大島 大輔 埼玉県 霞ヶ関南病院
森泉 恵子 埼玉県 いきいき訪問看護ステーション鵜ノ木
吉澤 和真 埼玉県 行田総合病院
大坂 怜央 埼玉県 とだ小林医院
長井 一樹 埼玉県 県西在宅クリニック 久喜駅前
板垣 美鈴 埼玉県 介護老人保健施設ケアタウンゆうゆう
荻原 佑佳梨 埼玉県 医療法人社団 愛友会 伊奈病院
神山 雄亮 埼玉県 医療法人社団愛友会　伊奈病院
冨塚 洋助 埼玉県 訪問看護リハビリステーション　ゆめみらい
齋藤 正美 千葉県 国際医療福祉大学　成田保健医療学部　理学療法学科
中村 亮太 千葉県 五香病院
上田 知成 千葉県 医療法人社団暁会　介護老人保健施設のぞみ
大曽根 厚人 千葉県 訪問看護ステーション優輝
大住 崇之 千葉県 医療法人社団松恵会　けやきトータルクリニック
小川 桂佑 千葉県 仁訪問看護ステーション
佐藤 美里 千葉県 なごみの陽訪問看護ステーション
相原 嘉隆 千葉県 スギ訪問看護ステーション豊四季台
板橋 健太 千葉県 北柏リハビリ総合病院
大友 将男 千葉県 津田沼中央総合病院
紀國 梨香 千葉県 柏厚生総合病院
鈴木 拓磨 千葉県 医療法人社団淳英会おゆみの中央病院
髙知尾 亜希 千葉県 医療法人社団松恵会　けやきトータルクリニック
羽塲 勘道 千葉県 医療法人社団松恵会　けやきトータルクリニック
四谷 哲郎 千葉県 千葉南病院
板山 祐樹 千葉県 夢のまち訪問看護リハビリステーション　幕張
佐々木 啓人 千葉県 総合リハビリ訪問看護ステーション
染谷 康平 千葉県 松戸リハビリテーション病院
西尾 玲子 千葉県 のぞみの花クリニック
長谷川 俊行 千葉県 北柏訪問看護ステーション
大越 満 東京都 東京ふれあい医療生活協同組合　梶原診療所
中筋 祐輔 東京都 初台リハビリテーション病院
芳野 純 東京都 帝京平成大学　健康メディカル学部　理学療法学科
山口 勝也 東京都 健生会ふれあい相互病院
大橋 浩一 東京都 訪問看護リハビリステーションラフ
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小澤 友恵 東京都 イムス板橋リハビリテーション病院
角田 直美 東京都 東京リハビリテーションセンター世田谷
籠島 真依 東京都 ゆみのハートクリニック渋谷
近藤 愛恵 東京都 訪問リハビリ　結生
佐郷谷 義明 東京都 （株）シナプス　りんご訪問看護ステーション
清水 美緒子 東京都 医療法人社団 輝生会 在宅総合ケアセンター成城
田中 千春 東京都
大竹 実香 東京都 調布東山病院
大池 義明 東京都 医療法人社団慈英会　慈英会病院
紙田 緑 東京都 法務省府中刑務所
柴田 安紀子 東京都 調布東山病院
矢澤 拓也 東京都 ケアセンターけやき　訪問看護ステーション
和田 良行 東京都 光が丘訪問看護ステーション
金澤 均 東京都 医師会立中央区訪問看護ステーション
北岡 秀朗 東京都 訪問看護ステーションＭＡＲＵ
北原 献 東京都 （株）シナプス　りんご訪問看護ステーション
末永 輝幸 東京都 むさしの共立診療所
土屋 香織 東京都 日本訪問リハビリテーション協会
平沼 直之 東京都 東京ふれあい医療生活協同組合　梶原診療所
村松 裕治 東京都 社会医療法人社団健生会　東中神訪問看護ステーション
一場 友実 東京都 杏林大学　保健学部　理学療法学科
並木 良子 東京都 （株）日本在宅ケア教育研究所　ナースステーション東京
橋本 両平 東京都 牧田総合病院
浜田 創 東京都 訪問看護ステーション飛鳥晴山苑
村井 悠子 東京都 グリーンパーク訪問看護ステーション
佐藤 歩 東京都 在宅総合ケアセンター成城
戸塚 剛司 東京都 一般社団法人衛生文化協会城西病院
中村 大祐 東京都 辻内科循環器科歯科クリニック
中村 友美 東京都 医療法人社団恵仁会　なごみ訪問看護ステーション
栁下 浩美 東京都 東大和訪問看護ステーション　武蔵村山サテライト
渡邉 康次郎 東京都 きらめき訪問看護リハビリステーション下赤塚事業所
井上 浩希 東京都 医療法人社団YAYOI やよい在宅クリニック
江川 緑朗 東京都 陽だまり訪問看護ステーション
遠藤 敦 東京都 医療法人財団　健貢会　総合東京病院
大石 泉 東京都 初台リハビリテーション病院
岡部 康明 東京都 医療法人社団　三秀会　羽村三慶病院
小森 梓 東京都 あい訪問看護ステーション
齋藤 優太 東京都 三井記念病院
須藤 篤彦 東京都 上板橋病院
田中 千恵 東京都 訪問看護ステーションワークスタッフ鵜の木
中川 卓也 東京都 柳原リハビリテーション病院
中野 由美子 東京都 医療法人社団 双泉会 いずみホームケアクリニック
畑下 昌彦 東京都 ぱんだ訪問看護リハステーション
濱 秀憲 東京都 陽だまり訪問看護ステーション
枌 紀男 東京都 永生会　地域リハビリ支援事業推進室
松尾 祐司 東京都 えいる訪問看護ステーション
松林 良平 東京都 陽だまり訪問看護ステーション
室田 由美子 東京都 東京リハビリ訪問看護ステーション
関 智 東京都 在宅看護センター本郷
日野 稔子 東京都 ソフィアメディ訪問看護ステーション
松原 徹 東京都 在宅総合ケアセンター成城
井上 裕二 東京都 陽だまり訪問看護ステーション
上田 直之 東京都 株式会社あっとメディカル　＠訪問看護ステーション
江口 俊秀 東京都 ケヤセンターけやき訪問看護ステーション
小野 真里菜 東京都 ファインケア訪問看護ステーション
小原 祐太 東京都 一般社団法人巨樹の会　小金井リハビリテーション病院
清水 友絵 東京都 訪問看護ステーション 飛鳥晴山苑
高木 優 東京都 一般社団法人巨樹の会　小金井リハビリテーション病院
原 裕史 東京都 陽だまり訪問看護ステーション　大泉サテライト
廣幡 百合子 東京都
丸山 僚介 東京都 社会医療法人社団森山医会訪問看護事業所
伊藤 洋子 東京都 在宅総合ケアセンター成城
宮田 昌司 神奈川県 神奈川リハビリ訪問看護ステーションあおば
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市川 雅一 神奈川県 宮前平訪問看護ステーション
清水 宗平 神奈川県 医療法人社団協友会横浜鶴見リハビリテーション病院
今井 一郎 神奈川県 介護老人保健施設ふれあいの桜
渋江 拓郎 神奈川県 医療法人社団NALU えびな脳神経外科
池上 直宏 神奈川県 りんどうリハビリ看護ステーション
猪田 佐和乃 神奈川県 川崎幸クリニック
梅田 淳也 神奈川県 総生会訪問看護ステーション
大谷 久美子 神奈川県 Luxem訪問看護リハビリステーション川崎多摩
落合 亮輔 神奈川県 新緑脳神経外科
横田 直子 神奈川県 医療法人社団　愛友会　いきいきクリニック
阿比留 友樹 神奈川県 ロッツ株式会社　リハ特化型訪問看護ステーションさんぽ武蔵小杉
加藤 洋平 神奈川県 Luxem訪問看護リハビリステーション川崎多摩
川浦 孝司 神奈川県 秀峰会 訪問看護リハビリステーション銀河の詩
越光 健一 神奈川県 医療法人鉄蕉会　亀田森の里病院
下條 真人 神奈川県 Luxem訪問看護リハビリステーション川崎多摩
浅田 秀人 神奈川県 Luxem訪問看護リハビリステーション川崎多摩
遠藤 毅 神奈川県 茅ヶ崎新北陵病院
河原 誉治 神奈川県 株式会社）モリモリ　みんなの訪問看護リハビリステーション
白畑 賢一 神奈川県 Luxem訪問看護リハビリステーション川崎多摩
成田 悠樹 神奈川県 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会　訪問看護ステーションにし
本間 由華 神奈川県 医療法人社団哺育会　桜ヶ丘中央病院
水元 剛 神奈川県 新百合ヶ丘総合病院
諸野 かざみ 神奈川県 訪問看護ステーション　タウンナース
小松 哲 神奈川県 汐田総合病院
吉田 智也 神奈川県 医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院
青木 麻依 神奈川県 医療法人五星会　新横浜リハビリテーション病院
柏原 あすか 神奈川県 ソフィアメディ訪問看護ステーション日吉
小松 証 神奈川県
杉田 翔 神奈川県 Luxem訪問看護リハビリステーション川崎多摩
関山 高明 神奈川県 株式会社モリモリ　みんなの訪問看護リハビリステーション相模原
三村 健 新潟県 ケアライフ訪問看護リハビリステーション
木暮 拓美 新潟県 医療法人社団　萌気会　萌気園二日町診療所　訪問リハビリテーションりらいふ
鈴木 裕美 新潟県 新潟南病院
小田嶋 裕美 新潟県 下越病院
目黒 則行 新潟県 医療法人愛広会新発田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
渡邉 未佳 新潟県 医療法人　恒仁会　新潟南病院
伊藤 将 新潟県 ゆきよしクリニック
小川 道生 新潟県 医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院
小泉 亮子 新潟県 済生会新潟病院
小山 英央 新潟県 上越地域医療センター病院
田下 拓実 新潟県 立川メディカルセンターたちかわ訪問看護ステーション
塚田 絵里子 新潟県 医療法人 愛広会 介護老人保健施設 新井愛広苑
広瀬 純一 新潟県 医療法人愛広会　新潟リハビリテーション病院
斎藤 望 新潟県 医療法人社団　川瀬神経内科クリニック
古川 美緒子 新潟県 新潟リハビリテーション病院
森口 みどり 新潟県 医療法人　愛広会　新潟リハビリテーション病院　訪問リハビリきざき
金瀬 愛子 富山県 富山西リハビリテーション病院
柴田 孝博 富山県 市立砺波総合病院
安本 美帆子 富山県 富山西リハビリテーション病院
中島 知子 富山県 富山西リハビリテーション病院
渡邉 竜也 富山県 ソフィアメディ訪問看護ステーション富山
古矢 泰子 石川県 済生会金沢訪問看護ステーション
諏訪 勝志 石川県 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院
北谷 正浩 石川県 志賀町地域包括支援センター
桶 拓貴 石川県 社会医療法人董仙会　恵寿総合病院
元田 直美 石川県 KKR北陸訪問看護ステーション
迎谷 ルミ子 石川県 公立羽咋病院
五十嵐 満哉 石川県 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院
大森 俊之 石川県 城北クリニック
中村 秀哉 石川県 社会医療法人董仙会　恵寿総合病院
大下 琢也 福井県 嶋田病院
水上 卓 山梨県 赤坂台病院
森本 一二三 山梨県 医療法人　甲療会　赤坂台病院
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清水 一彦 山梨県 社会医療法人　加納岩　リハケアセンターきらり
藤原 拓也 山梨県 上野原市立病院
鈴木 修 長野県 相澤病院訪問リハビリテーションセンター
金丸 大地 長野県 相澤病院訪問リハビリテーションセンター
大見 喜子 長野県 相澤病院訪問リハビリテーションセンター
福井 真由美 長野県
市川 礼子 長野県 (株)LCウエルネス　ケアーズ訪問看護ステーションながのの看護
追杉 幸子 長野県 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院
小林 江梨香 長野県 訪問看護ステーションながの
豊田 孝明 長野県 長野医療生活協同組合
山田 友春 長野県 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院
小山 貴志 長野県 老人保健施設　フラワーハイツ
杉田 勇 長野県 組合立　諏訪中央病院
小野沢 早織 長野県 訪問看護ステーションながの
小林 苑美 長野県 組合立　諏訪中央病院
清水 徹也 長野県 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院
西沢 公恵 長野県 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院
藤本 知宏 長野県 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院
佐々木 美和 長野県 上田生協診療所
百瀬 朋博 長野県 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院
山本 翔 長野県 長野保健医療大学附属 リハビリテーションクリニック
折井 幸司 長野県 訪問看護ステーションわらわ
近藤 晃永 長野県 相澤病院訪問リハビリテーションセンター
山口 陽一朗 長野県 上山田病院
川瀬 美穂 岐阜県 （株）平成調剤薬局　訪問看護ステーション平成
久禮 亜希子 静岡県 （株）メディカル・スターツ　伊豆高原訪問看護ステーション
星野 友昭 静岡県 株式会社 3 Series Creation
宮川 なぎさ 静岡県 一般財団法人恵愛会　訪問看護ステーションけいあい
雨宮 悟 静岡県 訪問看護ステーション高丘
小澤 留衣奈 静岡県 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター
河村 明茂 静岡県 曲金訪問看護ステーション
久保田 徳之 静岡県 （株）メディカル・スターツ　伊豆高原訪問看護ステーション
遠藤 貴久 静岡県 医療法人社団幸徳会　薬袋内科クリニック
加藤 翼 静岡県 医療法人社団幸徳会　薬袋内科クリニック
小山 孝義 静岡県 公立森町病院
藤田 宗行 静岡県 医療法人社団 三誠会 北斗わかば病院
山本 明寛 静岡県 北斗わかば病院
二井 俊行 愛知県 海南病院
武井 誠司 愛知県 社会医療法人　財団新和会　八千代病院
村瀬 文康 愛知県 （株）ジェネラス　訪問看護ステーションほたる
弓田 幸子 愛知県 さくら総合病院
玉木 秀明 愛知県 社会医療法人宏潤会　大同訪問看護ステーション
速水 真規子 愛知県 社会医療法人　杏嶺会　訪問看護ステーションびさい
福島 健一 愛知県 医療法人昌峰会　加藤病院
村上 功 愛知県 珪山会　大門訪問看護ステーション
伊藤 友一 愛知県 珪山会　大門訪問看護ステーション
岩田 康和 愛知県 医療法人愛生館　しんかわ訪問看護ステーション
飼沼 慎平 愛知県 珪山会　大門訪問看護ステーション
鈴木 陽平 愛知県 株式会社gene　訪問看護ステーション 仁 安城サテライト
武 知絵 愛知県 ピース訪問看護ステーション
早野 将明 愛知県 社会医療法人　杏嶺会　老人保健施設やすらぎ
日髙 智啓 愛知県 医療法人瑞心会　渡辺病院
村瀬 順二 愛知県 名古屋市療養サービス事業団
渡邉 慎也 愛知県 株式会社gene　訪問看護ステーション 仁 岡崎
大蔵 千春 愛知県 常滑市民病院訪問看護ステーション
片桐 直也 愛知県 善常会リハビリテーション病院
小嶋 伶菜 愛知県 善常会リハビリテーション病院
竹内 菜々美 愛知県 善常会リハビリテーション病院
田島 森太郎 愛知県 社会医療法人 杏嶺会 訪問看護ステーション　やすらぎ
福田 倫子 愛知県 社会医療法人　杏嶺会　老人保健施設やすらぎ
溝本 恭久 愛知県 医療法人瑞心会渡辺病院
倉田 昌幸 三重県 医療法人松徳会　花の丘病院
道端 わこ 三重県 伊勢慶友病院
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杉野 貴志 三重県 合同会社ベル　訪問看護ステーションわかば
中 猛則 三重県 四日市市役所　高齢福祉課
米澤 秀典 三重県 社会医療法人　畿内会　岡波総合病院訪問リハビリテーションセンター
中村 亮太 三重県 訪問看護リハビリステーション桜
瀧沢 幸美 滋賀県 近江温泉病院　総合リハビリテーションセンター
阪下 浩平 滋賀県 近江温泉病院　総合リハビリテーションセンター
清水 智也 滋賀県 地域包括ケアセンターいぶき
西川 晃世 滋賀県
川﨑 孝子 滋賀県 長浜赤十字病院
木村 友哉 滋賀県 近江温泉病院　総合リハビリテーションセンター
吉田 希 滋賀県
関 恵美 京都府 京都民医連あすかい病院
清水 真弓 京都府 一般財団法人京都地域医療学際研究所
丸尾 亜由 京都府 医療法人清仁会　亀岡シミズ病院
中井 啓太 京都府 社会福祉法人京都博愛会　京都博愛会病院
若狭 景子 京都府 結ノ歩訪問看護ステーション
川上 裕己 京都府 京都大原記念病院 大原在宅診療所　訪問リハビリテーション事業所
櫻井 玲奈 京都府 洛和会音羽リハビリテーション病院
仲井 司 京都府 こなか医院
渕脇 拓也 京都府 宇治武田病院
岡 徹 京都府 介護老人保健施設「がくさい」
高位 篤史 京都府 京都中部総合医療センター
西田 憲司 大阪府 医療法人翔寿会こんどう整形外科クリニック
古賀 阿沙子 大阪府 八尾はぁとふる病院
森田 傑 大阪府 ももの木訪問看護リハビリステーション
奥谷 剛 大阪府 箕面市立病院
木滑 智哉 大阪府 社会医療法人大道会　訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝおおみち
好田 勇人 大阪府 愛とまごころ訪問看護ステーション
坂野 智裕 大阪府 大阪府済生会泉尾病院
平尾 裕美 大阪府 森之宮病院
小山 恵理子 大阪府 シャローム訪問看護ステーション
藤堂 恵美子 大阪府 巽病院訪問看護ステーション
浅野 聡 大阪府 ヘルスケアリンク株式会社　リンク訪問看護ステーション狭山
伊藤 潤平 大阪府 株式会社 スウィング　アイ・エスひらかた訪問看護ステーション
今川 裕二 大阪府 藤本病院訪問看護ステーション
兼光 信也 大阪府 リハ栄養センターリハビリGO泉大津
住谷 和子 大阪府 大阪府済生会泉尾病院
谷川 智毅 大阪府 八尾はぁとふる病院
辻里 一広 大阪府 関西医科大学くずは病院
西野 充 大阪府 耳原訪問看護ステーション
松岡 尚 大阪府 医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院
水上 悟志 大阪府 かんりは訪問看護ステーション
南 りん 大阪府 法円坂ケアプランセンター
村崎 瑞穂 大阪府 リハビリ訪問看護ステーション ayumi
吉﨑 紫乃 大阪府 巽病院訪問看護ステーション
近土 理佐 大阪府 医療法人橘会　介護老人保健施設たちばな
三堂 陽一 大阪府 大阪府済生会泉尾病院
武田 広道 大阪府 株式会社リハステージ　訪問看護ステーション　リハステージ
西田 千尋 大阪府 介護老人保険施設サンガピア館
宮草 翔平 大阪府 耳原訪問看護ステーションサテライトみなと
芦谷 安奈 大阪府 ヘルスケアリンク株式会社　リンク訪問看護ステーション狭山
後田 賢志 大阪府 ひらかた聖徳園訪問看護ステーション
荒木 和子 大阪府 社会医療法人大道会　訪問看護ステーション東成おおみち
有元 泉 大阪府 松島病院
井上 未由希 大阪府 大阪府済生会泉尾病院
小野田 顕 大阪府 メディケア・リハビリ訪問看護ステーション福島
小松 崇大 大阪府 関西医科大学くずは病院
杉岡 亨 大阪府 ヘルスケアリンク株式会社　リンク訪問看護ステーション草尾
髙瀬 有紀 大阪府 ヘルスケアリンク株式会社　リンク訪問看護ステーション狭山
高松 賢司 大阪府 森之宮病院
豊田 瑠亥 大阪府 訪問看護ステーション　コネクトひらかた
橋口 花子 大阪府 ヘルスケアリンク株式会社　リンク訪問看護ステーション草尾
二口 加菜 大阪府 ヘルスケアリンク株式会社　リンク訪問看護ステーションなかもず
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村山 洋志 大阪府
矢部 智子 大阪府
打越 慶一郎 大阪府 医療法人 功徳会 大阪晴愛病院
岡 昌宏 大阪府 株式会社せいき　やすらぎの村狭山訪問看護ステーション
芝池 美乃里 大阪府 医療法人ハートフリーやすらぎ訪問看護ステーションハートフリーやすらぎ
松岡 雅一 大阪府 株式会社リハステージ
溝上 愛季 大阪府 訪問看護ステーションありく八尾
森田 大介 大阪府 柏友会　門真老健ひかり
桑山 浩明 兵庫県 社会医療法人　中央会　介護老人保健施設　ローランド
福井 亜希子 兵庫県 西宮協立訪問看護センター
香山 恭範 兵庫県 株式会社さんぽ道　精神科訪問看護
菅野 真澄 兵庫県 医療法人社団栄宏会　栄宏会小野病院
谷内 太 兵庫県 訪問看護ステーションさくらみち神戸
福本 美奈子 兵庫県 医療法人晴風園　伊丹せいふう病院
正木 香里 兵庫県 聖隷訪問看護ステーション淡路
松田 真吾 兵庫県 医療法人社団　六心会　恒生病院
見須 裕香 兵庫県 一般財団法人　神戸在宅医療介護推進財団　地域包括ケア推進室
宮垣 伸之 兵庫県 公立八鹿病院
嶋田 尚徳 兵庫県 芦屋市社会福祉協議会　芦屋市訪問看護ステーション
金岡 啓 兵庫県 さんだリハビリテーション病院
神吉 由香 兵庫県 医療法人社団紀洋会　介護老人保健施設　咲楽荘
大長 佳史 兵庫県 社会医療法人三栄会　ツカザキ訪問看護ステーション網干
段上 亮太 兵庫県 はくほう会セントラル病院
曺 紀徳 兵庫県 いえすリハビリ訪問看護ステーション
八家 慶幸 兵庫県 医療法人社団　みどりの会　酒井病院
廣川 円香 兵庫県 訪問看護・リハステーション　ラヴィー
大浦 智子 奈良県 奈良学園大学　保健医療学部
森田 真一 奈良県 ハートランドしぎさん
原田 純 奈良県 医療法人清和会　介護老人保健施設　サンライフ奈良
津田 和貴 奈良県 ソフィアメディ株式会社　訪問看護ステーションひゅっぐりー
谷川 京介 奈良県 登美ヶ丘リハビリテーション病院
吉水 弘行 奈良県 医療法人　岡谷会　おかたに病院
鳥渕 佳寿 和歌山県 訪問看護ステーション　ふるさと
根来 拓弥 和歌山県 社会医療法人　黎明会　北出病院
竹内 茂伸 鳥取県 錦海リハビリテーション病院
田辺 大起 鳥取県 日南町国民健康保険　日南病院
上村 順一 鳥取県 錦海リハビリテーション病院
米井 亮二 鳥取県 さとに田園クリニック
木佐 高志 鳥取県 錦海リハビリテーション病院
平野 正樹 鳥取県 錦海リハビリテーション病院
増原 俊幸 鳥取県 錦海リハビリテーション病院
原 美苗 鳥取県 介護老人保健施設　なんぶ幸朋苑
星山 望 鳥取県 錦海リハビリテーション病院
可児 貴彦 鳥取県 さとに田園クリニック
亀尾 弥生 鳥取県 特定医療法人同愛会　博愛病院
木下 真実 鳥取県 鳥取生協病院
近藤 雄政 鳥取県 国民健康保険　智頭病院訪問看護ステーション
高見 由美 島根県 医療法人江田クリニック えだクリニック 整形外科／リハビリテーション科
長﨑 香菜子 島根県 医療法人江田クリニック えだクリニック 整形外科／リハビリテーション科
門脇 志保 島根県 公仁会 鹿島病院
佐々木 菜々子 島根県 出雲医療生活協同組合　大曲診療所
荻野 誉子 岡山県 倉敷平成病院
大山 耕司 岡山県 医療法人　創和会　しげい病院
笹井 亜紀宏 岡山県 医療法人慶真会　大杉病院
西村 あゆみ 岡山県 倉敷しげい訪問看護ステーション
中野 徹 広島県 松尾内科病院
木村 和則 広島県 敬愛病院
波之平 晃一郎 広島県 なぎリハビリ訪問看護ステーション
菅原 道俊 広島県 IGL訪問看護ステーション
仲村 貴史 広島県 株式会社Crexio　訪問看護ステーションすまいる
宮木 典子 広島県 訪問看護ステーションきさらぎ
佐藤 優子 広島県 荒木脳神経外科病院
中島 光裕 広島県 コモン リハビリ訪問看護ステーション井口

7／9



2022年10月1日
氏　　　名 地域 勤務先

日本訪問リハビリテーション協会　認定訪問療法士　名簿

岸元 麻里 広島県 松尾内科病院
村上 愛 広島県
吉田 拡貴 広島県 一般社団法人広島海技学院　訪問看護ステーションさくら
中村 翔 広島県 訪問看護ステーションリライフ井口
三次 小百合 広島県 医療法人 杏仁会 訪問看護ステーションかもめ
土井 貴詔 広島県 訪問看護リハビリステーションひなた吉島
中原 幸恵 広島県 荒木脳神経外科病院
猪原 千晶 広島県 医療法人紅萌会　福山記念病院
中村 稔 広島県 コールメディカルクリニック広島
本田 賢次郎 広島県 西広島リハビリテーション病院
高木 雄作 山口県 一般社団法人　巨樹の会　下関リハビリテーション病院
三戸 洋 山口県 一般社団法人　山口県地域リハビリテーション支援団体
万田 祥秀 山口県 医療法人社団生和会　周南リハビリテーション病院
河原 正明 山口県 医療法人社団生和会　介護老人保健施設なごやか熊毛
岡 真人 山口県 原田訪問看護センター
島本 周治 山口県 社会医療法人　松涛会　安岡病院
窪下 太郎 山口県 一般社団法人　巨樹の会　下関リハビリテーション病院
島田 龍二 山口県 一般社団法人　巨樹の会　下関リハビリテーション病院
古谷 正登 山口県 三田尻訪問看護ステーション
岩佐 学 徳島県 デイサービスセンター　エンジョイ
高木 幸弘 徳島県 JA徳島厚生連　阿南医療センター
平井 宜史 徳島県 小松島病院
石田 理夏 徳島県 医療法人倚山会　田岡病院
水田 隼 徳島県 医療法人　橋本病院
藤本 夏奈 徳島県 医療法人久仁会　鳴門山上病院
藤村 大輔 香川県 香川医療生協　生協みき診療所
杉原 茂行 香川県
中村 望 香川県 善通寺診療所
薮内 涼太 香川県 香川医療生協　生協みき診療所
赤松 勇輔 香川県
井上 康美 香川県 高松協同病院
末澤 英知 香川県 訪問看護ステーションわいな
平田 裕也 香川県 善通寺診療所
中山 亮 愛媛県 済生会今治第二病院
松近 聖児 愛媛県 訪問看護ステーションひかり
水町 加衛子 愛媛県 医療法人　健康会　訪問看護ステーションいしかわ
佐藤 牧美 愛媛県 介護老人保健施設　アイリス
緒方 裕一郎 高知県 訪問看護ステーションげいせい
鎌田 聡史 福岡県 株式会社　シダー
北里 誠章 福岡県 医療法人相生会　訪問看護ステーション吉塚
辰巳 茂樹 福岡県 医療法人博仁会　福岡リハビリテーション病院
山口 文子 福岡県 たたらリハビリテーション病院
古川 郁美 福岡県 桜十字福岡病院
井上 みなほ 福岡県
内田 健 福岡県 大平メディカルケア病院
薄 奈緒美 福岡県 社会医療法人北九州病院　北九州古賀病院
鈴木 優子 福岡県 公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院付 たたらリハビリテーション病院
高見 純司 福岡県 医療法人財団　華林会　村上華林堂病院
竹田 雅 福岡県 医療法人　昌和会　見立病院
中村 隼平 福岡県 医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院
宮田 康弘 福岡県 ヘルスケアリンク株式会社　香住ヶ丘リハビリ訪問看護ステーション
湯田 由香 福岡県 健和会　大手町診療所
生野 正芳 福岡県 ソフィアメディ訪問看護ステーション福岡西
木下 純子 福岡県 医療法人社団 久英会 高良台リハビリテーション病院
上仮屋 遥 福岡県 メディケア訪問看護リハビリステーション
諏訪下 和仁 福岡県 医療法人若葉会　九州鉄道記念病院
浦田 大 福岡県 新小文字病院
岡本 瞳 福岡県 千鳥橋病院付属新室見診療所
加藤 宏幸 福岡県 訪問看護ステーションととと
久保 絢史郎 福岡県 新小文字病院
秦 めぐみ 福岡県 医療法人 貝塚病院
藤嶋 俊輔 福岡県 医療法人　相生会 　宮田病院
益田 聖也 福岡県 指定管理者　特定医療法人茜会　北九州市立門司病院
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土井 秀幸 佐賀県 医療法人敬天堂介護老人保健施設ユートピアしゃくなげ
貞方 祥恵 佐賀県 訪問看護ステーションease
大山 治朗 佐賀県 基山地区地域包括支援センター
陣貝 満彦 佐賀県 町立太良病院
本田 憲一 長崎県 長崎リハビリテーション病院
酒井 祥平 長崎県 愛野記念病院
市丸 大輔 長崎県 独立行政法人　地域医療機能推進機構（JCHO）　松浦中央病院
永田 春輔 長崎県 長崎リハビリテーション病院
三浦 恭平 長崎県 長崎リハビリテーション病院
鹿田 佑樹 長崎県 哲翁病院
江原 加一 熊本県 社会医療法人 寿量会 熊本機能病院
堀 健作 熊本県 介護老人保健施設清雅苑
村尾 彰悟 熊本県 訪問看護ステーション清雅苑
安藤 文浩 熊本県 赤とんぼ訪問看護ステーション
井手 浩信 熊本県 医療法人社団　清心会　春日クリニック
竹内 久美 熊本県 熊本託麻台リハビリテーション病院
神野 一剛 熊本県 熊本託麻台リハビリテーション病院
清田 友美 熊本県 熊本リハビリテーション病院
那須 貴久美 熊本県 熊本リハビリテーション病院
坂井 まり恵 熊本県
西山 美那子 熊本県 訪問看護リハステーションRICHE
橋本 卓 大分県 社会医療法人敬和会　けいわ訪問看護ステーション大分
阿南 彰浩 大分県 井野辺病院
島末 智美 大分県 けいわ訪問看護ステーション 大分
堀 沙恵 大分県 けいわ訪問看護ステーション　大分
飛松 藍子 宮崎県 宮崎県看護協会訪問看護ステーション なでしこ3号館
小川 晃一郎 宮崎県 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団　延岡リハビリテーション病院
西山 和宏 宮崎県 藤元総合病院
浦底 まゆみ 鹿児島県 いちき串木野市医師会立脳神経外科センター
金谷 親好 鹿児島県 医療法人　平和会　平和会訪問看護ステーション紫原
上拂 尚也 鹿児島県 医療法人 菊野会 菊野病院
濵田 直人 鹿児島県 株式会社L-はぴねす　訪問看護・リハビリサービス　モーション鹿児島
宇田 薫 沖縄県 医療法人　おもと会　統括リハビリテーション部
新村 慎也 沖縄県 社会医療法人友愛会 訪問看護ステーション
玉寄 兼多 沖縄県 医療法人おもと会　大浜第二病院
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