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11-013 寺田 整司 男 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科精神神経病態学 准教授

11-014 真田 順子 女 さなだクリニック 院⾧

11-015 原田 和佳 男 医療法人和栄会 原田医院 院⾧

11-016 赤津 裕康 男 名古屋市立大学大学院医学研究科地域医療教育学 教授

11-017 兼行 浩史 男 山口県立こころの医療センター 院⾧

11-018 荒井 由美子 女 独立行政法人国立⾧寿医療研究センター ⾧寿政策科学研究部 部⾧

11-020 井手 芳彦 男 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 センター⾧

11-022 阪井 一雄 男 神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 教授

11-023 田北 昌史 男 田北メモリーメンタルクリニック 院⾧

11-025 八森 淳 男 つながるクリニック 院⾧

11-028 三森 康世 女 広島国際大学 保健医療学部 総合リハビリテーション学科 教授

11-029 小西 吉裕 男 独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター 臨床検査部 臨床研究部⾧

11-117 西野 惠子 女 社会福祉法人ふらて福祉会 施設⾧

11-132 川瀬 弓子 女 医療法人社団 川瀬神経内科クリニック 事務⾧

11-157 岡原 一徳 男 医療法人慶明会 けいめい記念病院 副院⾧

11-169 谷口 美也子 女 鳥取大学医学部生体制御学 助教

11-170 福田 敏秀 男 高知県立大学 社会福祉学部 社会福祉学科 助教

11-171 原 祥子 女 島根大学医学部看護学科 教授

11-172 涌谷 陽介 男 社会医療法人全人会 倉敷平成病院 神経内科・認知症疾患医療センター 医師

11-177 辻 美帆 女 医療法人社団 翔洋会 臨床美術士

11-186 中道 淳子 女 石川県立看護大学 看護学部 成人老年看護学講座 准教授

11-198 木村 成志 男 大分大学医学部神経内科学講座 准教授

11-202 藤原 静香 女 琴浦町役場 地域包括支援センター 課⾧補佐

11-206 渡嘉敷 崇 男 琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座 助教

11-208 小林 達子 女 社会福祉法人こうほえん 介護老人保健施設いなば幸朋苑 看護師

11-220 竹田 伸也 男 鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学専攻 講師

11-230 田子 久夫 男 磐城済世会舞子浜病院 名誉院⾧

11-232 津久井 洋子 女 医療法人十字会 老人保健施設のじま 看護師

11-239 伊澤 幸洋 男 福山市立大学 教育学部 児童教育学科 障害・福祉分野 教授

11-242 小徳 美千子 女 社会福祉法人 真誠会 介護老人保健施設ピースポート 看護師⾧

11-269 若松 直樹 男 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 リハビリテーション心理学専攻 准教授

11-276 藤野 孝雄 男 藤野循環器科内科医院 医師

11-290 大井 博司 男 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 教授

11-292 竹田 徳則 男 星城大学リハビリテーション学部 作業療法学専攻 教授

11-329 益岡 賢示 男 有限会社プレム・ダン 代表取締役・総合施設⾧

11-349 伊藤 道美 女 米子市筒徳地域包括支援センター 管理者

11-376 近藤 啓子 女 一般財団法人江原積善会 積善病院 副院⾧

11-382 久徳 弓子 女 川崎医科大学 神経内科 講師

11-418 松村 美由起 女 東京女子医科大学付属成人医学センター 講師

11-431 山上 徹也 男 高崎健康福祉大学 保健医療学部 理学療法学科 講師

12-101 守山 正樹 男 福岡大学医学部衛生公衆衛生学教室 教授

12-108 梅垣 宏行 男 名古屋大学大学院医学系研究科老年科学 講師

12-161 佐藤 厚 男 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 言語聴覚士

12-180 須藤 慎治 男 国立病院機構宇多野病院 神経内科 医⾧

12-203 高橋 智子 女 横手市役所 健康福祉部 地域包括支援センター 保健師

12-233 野田 明子 女 中部大学 生命健康科学部 生命医科学科 教授
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12-264 九⿁ 克俊 男 いるか心療所 医師

12-284 後藤 誠一 男 医療法人藤誠会 後藤クリニック 医師

13-110 佐野 英孝 男 医療法人敬成会 白根緑ヶ丘病院 院⾧

13-173 花岡 秀明 男 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 教授

13-218 成瀬 聡 男 総合リハビリテーションセンター・みどり病院 院⾧

13-262 石渡 明子 女 日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野 医師

14-011 秋下 雅弘 男 東京大学医学部付属病院 老年病科 教授

14-012 駒野 宏人 男 岩手医科大学 薬学部 神経科学講座 教授

14-013 田村 悦臣 男 慶應義塾大学 薬学部 衛生科学講座 教授

11-244 中山 寛人 男 医療法人水の木会 下関病院 医師

11-249 北村 ゆり 女 医療法人鳴子会 菜の花診療所 理事

11-254 作本 修一 男 さくもとクリニック 理事⾧

12-124 川井 元晴 男 山口大学大学院医学系研究科 神経内科学 准教授

12-155 内田 泰史 男 医療法人 恕泉会 内田脳神経外科 理事⾧

12-165 豊田 正博 男 兵庫県立大学大学院 緑環境景観ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 准教授

12-239 澤田 浩秀 男 四日市看護医療大学 看護医学部 臨床検査学科 講師

12-246 鵜飼 克行 男 総合上飯田第一病院 老年精神科 部⾧

13-123 原田 俊英 男 公立大学法人 県立広島大学 保健福祉学部 教授

13-250 旭 俊臣 男 医療法人社団弥生会 旭神経内科リハビリテーション病院 院⾧

13-273 野村 俊明 男 日本医科大学 医療心理学教室 教授

14-139 河月 稔 男 鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 助教

14-153 菱川 望 女 岡山大学大学院 医師薬学総合研究科 脳神経内科学 病院講師

14-164 高村 歩美 女 鳥取大学医学部保健学科 生体制御学講座 講師

14-171 水上 勝義 男 筑波大学大学院人間総合科学研究科 スポーツ健康システム・マネジメント専攻 教授

14-201 根本 留美 女 日本医科大学 街ぐるみ認知症相談センター 臨床心理士

14-203 古川 勝敏 男 東北大学加齢医学研究所老年医学分野 准教授

14-208 杉山 美香 女 東京都健康⾧寿医療センター研究所 自立促進と介護予防研究チーム 研究員

14-299 山本 美輪 恩 香川大学医学部 看護学科 老年看護学 教授

14-337 神谷 達司 男 神谷医院 院⾧

14-342 島田 裕之 男 国立研究開発法人 国立⾧寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター 予防老年学研究部 部⾧

14-365 山下 徹 男 岡山大学大学院 医師薬学総合研究科 脳神経内科学 講師

14-391 山田 律子 女 北海道医療大学 看護福祉学部 教授

15-118 柳本 有二 男 神戸常盤大学 保健科学部 看護学科 教授

15-127 木宮 高代 女 福山平成大学 看護学部 看護学科 学部⾧、学科⾧

15-135 高橋 純子 女 岩手医科大学 内科学講座 神経内科・老年科 助教

15-151 天野 宏紀 男 鳥取大学医学部社会医学講座健康政策医学分野 講師

15-332 瀧澤 俊也 男 東海大学医学部内科学系神経内科学 教授

15-358 岡村 信行 男 東北大学大学院医学系研究科機能薬理学分野 准教授

11-134 川瀬 敦士 男 医療法人社団 川瀬神経内科クリニック 理事

15-322 岩田 淳 男 東京大学 大学院医学研究科 神経内科学 准教授

11-155 狩野 賢二 男 島根大学医学部付属病院クリニカルスキルアップセンター センター⾧

15-235 小田 史郎 男 北翔大学生涯スポーツ学部健康福祉学科 教授

16-138 和泉 唯信 男 徳島大学病院 脳神経内科 教授

14-258 内門 大丈 男 医療法人社団みのり会 湘南いなほクリニック 院⾧

17-257 滝口  美重 女 学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 看護師

18-237 大田 秀隆 男 秋田大学高齢者医療先端研究センター センター⾧・教授

15-431 下山 直登 男 医療法人好縁会 下山記念クリニック 院⾧


