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都道府県 登録番号 氏名 所属

1 青森県 D0029 佐々木 純子 NPO法人青森音楽療法研究会
2 栃木県 D0031 木平 百合子 JCHOうつのみや病院
3 群馬県 D0030 山上 徹也 群馬大学大学院保健学研究科 リハビリテーション学講座
4 埼玉県 D0059 飯田 由香 日本アロマアクティビティ協会
5 東京都  D0055 三好 加津子 特定非営利活動法人たんぽぽ会
6 東京都 D0004 辻 正純 医療法人 翔洋会 辻内科循環器科歯科クリニック
7 東京都 D0021 辻 美帆 医療法人社団 翔洋会
8 東京都 D0022 管谷 由紀子 医療法人社団 翔洋会 通所介護 脳リハビリデイサービス 大泉学園はなみずき
9 東京都 D0028 松村 美由起 東京女子医科大学付属成人医学センター 神経内科
10 東京都 D0069 磯 忍 認定NPO法人 芸術と遊び創造協会 高齢者アクティビティ開発センター
11 東京都 D0071 國枝 洋太 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
12 神奈川県 D0032 利根川 久女紅 利根川Kスタジオ・日本リンパビクス協会
13 神奈川県 D0038 田嶋 順子 山野美容芸術短期大学美容総合学科 現代美容福祉専攻
14 神奈川県 D0063 吉岡 千代子 株式会社 フォスターメイト
15 新潟県  D0054 西片 淑子 音楽教室にしかたみゅーじっくくらぶ
16 新潟県 D0003 川瀬 康裕 医療法人社団 川瀬神経内科クリニック
17 新潟県 D0017 川瀬 弓子 医療法人社団 川瀬神経内科クリニック
18 新潟県 D0018 原島 哲志 医療法人社団 川瀬神経内科クリニック
19 新潟県 D0019 高橋 芳雄 医療法人社団 川瀬神経内科クリニック
20 新潟県 D0047 佐藤 厚 新潟リハビリテーション大学医療学部 リハビリテーション学科
21 新潟県 D0048 児玉 直樹 新潟医療福祉大学 医療技術学部
22 新潟県 D0066 相田 由香 (有)ネットワーク・ジャパン通所介護 わんだふるらいふ
23 山梨県 D0062 杉原 初美 社会医療法人加納岩日下部記念病院
24 ⾧野県 D0039 藤本 隆之 医療法人 仁雄会 穂高病院
25 静岡県  D0052 古川 恵美子 株式会社 脳リハビリネットワーク
26 静岡県  D0053 渥美 三枝子 株式会社 脳リハビリネットワーク
27 静岡県 D0045 清水 啓子 (株)ウェルネスパートナー（有料老人ホーム ウェルネス浜名湖）
28 静岡県 D0061 鈴木 淑子 ハーバルケアサポートTOKURA
29 愛知県 D0007 赤津 裕康 名古屋市立大学大学院医学研究科地域医療教育学
30 愛知県 D0056 鵜飼 克行 総合上飯田第一病院
31 京都府 D0034 須藤 慎治 国立病院機構宇多野病院 神経内科
32 京都府 D0042 荒木 早苗 高齢者生活支援施設きらら
33 京都府 D0043 山下 博子 山下整形外科医院
34 京都府 D0044 赤井 恵 特定非営利活動法人オークラ福祉応援団
35 大阪府 D0040 西川 愼志 リビングアイ
36 大阪府 D0064 松茂良 興治 特定非営利活動法人 日本代替医術協会
37 大阪府 D0075 阪本 裕子 （医）有光会 サトウ病院
38 大阪府 D0077 大柴 賢珠 大阪信愛学院 短期大学 看護学科
39 兵庫県  D0051 布谷 宏造 有限会社ぬのや
40 兵庫県 D0008 阪井 一雄 宝塚医療大学 保健医療学部 理学療法学科
41 兵庫県 D0057 柳本 有二 神戸常盤大学
42 兵庫県 D0068 九⿁ 克俊 医療法人社団 いるか心療所
43 奈良県 D0035 木曽 江律子 有限会社 とらいあんぐる
44 鳥取県 D0001 浦上 克哉 鳥取大学医学部保健学科生体制御学
45 鳥取県 D0023 小徳 美千子 社会福祉法人 真誠会 介護老人保健施設ピースポート
46 岡山県 D0006 寺田 整司 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科精神神経病態学
47 岡山県 D0026 益岡 賢示 有限会社プレム・ダン
48 広島県 D0025 大井 博司 広島国際大学総合リハビリテーション学部 リハビリテーション学科
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49 広島県 D0041 谷口 弘美 広島県済生会 介護老人保健施設はまな荘 リハビリ室
50 広島県 D0046 若林 裕旨 医療法人杏仁会 三原市南部地域包括支援センター三恵苑
51 山口県 D0036 田久保 好美 ドリームライフアポロ
52 山口県 D0037 野上 勝江 ドリームライフアポロ
53 山口県 D0065 越智 尚史 ケアプランセンターえびすや
54 香川  D0049 山本 美輪 香川大学医学部 看護学科 
55 愛媛県 D0058 村上 宏之 株式会社レフピック ひめ薬局松神子店
56 愛媛県 D0067 高村 好実 市立宇和島病院 臨床検査科
57 高知県 D0033 内田 泰史 医療法人 恕泉会 内田脳神経外科
58 福岡県 D0002 西野 憲史 医療法人ふらて会 
59 福岡県 D0009 杉本 智恵 医療法人ふらて会 西野病院
60 福岡県 D0010 賀屋 邦彦 医療法人ふらて会 西野病院
61 福岡県 D0011 入部 紀子 医療法人ふらて会 介護老人保健施設やすらぎ
62 福岡県 D0012 小郷 靖史 医療法人ふらて会 介護老人保健施設やすらぎ
63 福岡県 D0013 西野 惠子 社会福祉法人ふらて福祉会
64 福岡県 D0014 安部 頼秋 医療法人ふらて会 介護老人保健施設やすらぎ
65 福岡県 D0016 井上 美加 社会福祉法人ふらて福祉会 グループホーム森の家
66 福岡県 D0024 松尾 錦一郎 医療法人社団順心会 中村循環器科心臓外科医院
67 佐賀県 D0076 橋本 学 国立病院機構肥前精神医療センター
68 佐賀県 D0078 樋口 正晃 医療法人 陽明会 樋口病院
69 ⾧崎県 D0060 井手 芳彦 佐世保中央病院 認知症疾患センター
70 ⾧崎県 D0070 日和田 正俊 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 認知症疾患医療センター
71 熊本県  D0050 峰村 直樹 有限会社 峰村
72 宮崎県 D0020 日吉 眞理子 NPO法人 健康づくり研究会
73 鹿児島 D0072 丸田 恭子 国立病院機構南九州病院
74 沖縄県 D0005 當山 房子 （有）福祉ネットワーク・やえやま


