
摂食嚥下障害領域　（143名）

氏名 施設名称 都道府県
源間　隆雄 医療法人 札幌麻生脳神経外科病院 北海道
佐野　昌子 社会医療法人孝仁会 星が浦病院 北海道
澤頭　荘子 医療法人稲生会 生涯医療クリニックさっぽろ 北海道
林　葵 医療法人社団明日佳 札幌宮の沢脳神経外科病院 北海道
堤　昌恵 国立大学法人 北海道大学病院 北海道
難波　志奈　 独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 北海道
小山内　奈津美 津軽保健生活協同組合 健生病院 青森県
稲澤　靖文 医療法人社団帰厚堂 南昌病院 岩手県
萱場　文 学校法人東北医科薬科大学 東北医科薬科大学病院 宮城県
金子　博啓 医療法人双山会 森岳温泉病院 秋田県
長谷川　香織 JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター 秋田県
鈴木　あい 山形県
會田　梨恵 福島県
森　隆志 一般財団法人脳神経疾患研究所 総合南東北病院 福島県
磯野　敦 医療法人惇慈会 日立港病院 茨城県
木島　理恵子 社会医療法人若竹会 つくばセントラル病院 茨城県
高橋　久善 医療法人桜丘会 水戸ブレインハートセンター 茨城県
冨樫　結香 自治医科大学附属病院 栃木県
平田　文 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学 大田原キャンパス 栃木県
盛合　彩乃 医療法人 小金井中央病院 栃木県

群馬県
伊藤　智彰 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県
神田　知佳 特定医療法人俊仁会 秩父第一病院 埼玉県
菅　真那 医療法人敬愛会 リハビリテーション天草病院 埼玉県
中垣　友徳 医療法人社団東光会 戸田中央リハビリテーション病院 埼玉県
矢内　敬子 学校法人 埼玉医科大学 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県
佐藤　幸子 千葉県がんセンター 千葉県
藤井　貴裕 医療法人社団誠馨会 セコメディック病院 千葉県
阿部　学 クリエーティブカミヤ株式会社 訪問看護ステーション カミヤ 東京都
勝又　恵美 Wyl株式会社 ウィル訪問看護ステーション江戸川 東京都
兼岡　麻子 国立大学法人 東京大学医学部附属病院 東京都
グラハム　亮子 医療法人社団健育会 ねりま健育会病院 東京都
小池　京子 独立行政法人国立病院機構 東京病院 東京都
小菅　直子 医療法人社団幸益会 みどり訪問看護ステーション 東京都
白波瀬　元道 医療法人社団永生会 永生病院 東京都
鈴木　章吾 医療法人社団永生会 永生病院 東京都
鈴木　瑞恵 学校法人順天堂 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 東京都
相場　茉友美 公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 東京都
外山　稔 学校法人片柳学園 東京工科大学 東京都
中山　慧悟 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 東京都
中山　剛志 医療法人財団利定会 大久野病院 東京都
西條　歩弥 医療法人徳洲会 武蔵野徳洲会病院 東京都
古谷　二三代 社会福祉法人康和会 久我山病院 東京都
丸目　正忠 東京都リハビリテーション病院 東京都
萑部　明美 医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院 神奈川県
宮下　剛 医療法人社団悠心会 森田病院 神奈川県
村上　健 学校法人北里研究所 北里大学 神奈川県
米田　由公子 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 神奈川県
阿部　尚子 社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院 新潟県
栗原　かがり 新潟市社会事業協会 信楽園病院 新潟県
上野　真由美 医療法人社団博友会 金沢西病院 石川県
藪越　文佳 公立能登総合病院 石川県
里　千鶴 福井県こども療育センター 福井県
保屋野　健悟 学校法人新田塚学園 福井医療大学 福井県
佐々木　蘭子 医療法人景雲会 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 山梨県
山田　徹 医療法人社団協友会 笛吹中央病院 山梨県
小林　洸介 JA長野厚生連 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 鹿教湯病院 長野県
菅田　隆弘 大垣市民病院 岐阜県
正山　薫 岐阜県

合同会社iLIFE 訪問看護ステーション仁 瑞浪 岐阜県
山本　政明 JA岐阜厚生連 飛騨医療センター 高山厚生病院 岐阜県
真田　恵子 静岡県立静岡がんセンター 静岡県
宮上　ひかり 公益社団法人地域医療振興協会 伊東市民病院 静岡県



摂食嚥下障害領域　（143名）

氏名 施設名称 都道府県
粟飯原　けい子 学校法人藤田学園 藤田医科大学 愛知県
大嵜　美菜子 津島市民病院 愛知県
小山　恭平 愛知県
鈴木　勝 医療法人偕行会 名古屋共立病院 愛知県
長谷川　智子 公立陶生病院組合 公立陶生病院 愛知県
保田　祥代 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 愛知県
渡邉　育美 医療法人ようてい会 小牧ようてい記念病院 愛知県
鈴木　真由 社会医療法人畿内会 岡波総合病院 三重県
山路　千明 学校法人藤田学園 藤田医科大学 七栗記念病院 三重県
岩本　徹 医療法人恒仁会 近江温泉病院 滋賀県
川見　員令 国立大学法人 滋賀医科大学医学部付属病院 滋賀県
荻野　智雄 独立行政法人国立病院機構 宇多野病院 京都府
岸本　紀和 医療法人財団医道会 十条武田リハビリテーション病院 京都府
堺　琴美 京都府
坂本　妹子 医療法人清水会 京都リハビリテーション病院 京都府
塚原　なみ 公益社団法人信和会 京都民医連あすかい病院 京都府
前川　大史 医療法人社団 洛和会 音羽病院 京都府
松藤　隆広 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 京都府
磯野　千春 学校法人近畿大学 近畿大学病院 大阪府
小田　美奈 社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 大阪府
加藤　智絵里 国立大学法人 大阪大学医学部附属病院 大阪府
後藤　敢 医療法人春秋会 城山病院 大阪府
佐々木　千晶 社会福祉法人枚方療育園 枚方総合発達医療センター 大阪府
田中　厚吏 東和病院 大阪府
田中　裕也 株式会社システム環境研究所 大阪事務所 大阪府
前川　淳一 医療法人橘会 東住吉森本病院 大阪府
渡邊　瞬 大阪府
主馬野　栄司 医療法人伯鳳会 明石リハビリテーション病院 兵庫県

学校法人兵庫医科大学 兵庫医科大学病院 兵庫県
小村　桃子 独立行政法人国立病院機構 奈良医療センター 奈良県
廣瀬　庸介 医療法人 青心会 郡山青藍病院 奈良県
今若　哲也 大田市立病院 島根県
景山　洋一郎 出雲医療生活協同組合 出雲市民リハビリテーション病院 島根県
熊谷　英岳 国立大学法人 島根大学医学部附属病院 島根県
高村　英毅 大田市立病院 島根県
間壁　史良 国立大学法人 島根大学医学部附属病院 島根県
寺地　幸喜 備前市国民健康保険 市立吉永病院 岡山県
福永　真哉 学校法人 川崎学園 川崎医療福祉大学 岡山県
松尾　基史 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院リバーサイド 岡山県
村上　達郎 岡山県
矢野　実郎 学校法人 川崎学園 川崎医療福祉大学 岡山県
河村　幸恵 広島県
福岡　達之 学校法人常翔学園 広島国際大学 広島県
矢木田　早苗 独立行政法人労働者健康福祉機構 山口労災病院 山口県
川中　理子 日本赤十字社 松山赤十字病院 愛媛県
中山　慎太郎 医療法人財団慈強会 松山リハビリテーション病院 愛媛県
兵頭　直樹 医療法人財団慈強会 松山リハビリテーション病院 愛媛県
三瀬　和人 愛媛県立中央病院 愛媛県
谷本　愛裕美 社会福祉法人 土佐希望の家 医療福祉センター 高知県
西田　香利 四万十町役場 四万十町教育研究所 高知県
大津　健太郎 学校法人福岡大学 福岡大学病院 福岡県
大森　史隆 学校法人 福岡学園 福岡歯科大学医科歯科総合病院 福岡県
大森　政美 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 福岡県
喜田村　真梨子 福岡県
佐藤　文保 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター 福岡県
東納　嘉寛 社会医療法人喜悦会 那珂川病院 福岡県
藤丸　剛平 社会福祉法人久英会 若久シニアビレッジ 福岡県
三島　章裕 地方独立行政法人 北九州市立病院機構 北九州市立医療センター 福岡県
山家　貴仁 株式会社 株式会社HumanLoop　在宅リハビリ訪問看護ステーション TOMO南 福岡県
大山　治朗 社会福祉法人寿楽園 基山地区地域包括支援センター 佐賀県
樋口　暁子 医療法人至誠堂 宇都宮病院 佐賀県
草場　謙至 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター 長崎県
竹中　千尋 一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院 長崎県
山口　めぐみ 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 長崎県

株式会社ユースリー / メイクス 陽の出訪問看護ステーション 長崎県



摂食嚥下障害領域　（143名）

氏名 施設名称 都道府県
西川　貴子 医療法人桜十字 桜十字病院 熊本県
山本　恵仙 医療法人堀尾会 熊本託麻台リハビリテーション病院 熊本県
田代　優子 医療法人健裕会 永冨脳神経外科病院 大分県
内門　ひさみ 医療法人厚生会 小原病院 鹿児島県
尾崎　幸平 いちき串木野市医師会立 脳神経外科センター 鹿児島県
為近　ゆう子 鹿児島県
西野　将太 株式会社 L-はぴねす あうりんこ 鹿児島県
照屋　智美 医療法人おもと会 大浜第一病院 沖縄県
安達　寿子 医療法人崇徳会 長岡西病院
岡野　雄二 医療法人清仁会 水無瀬病院
中島　ひとみ 医療法人豊資会 訪問看護ステーションやまびこ
福﨑　聖子
宮阪　美穂
宮本　恵美 学校法人銀杏学園 熊本保健科学大学
村田　和人 国家公務員共済組合連合会 三宿病院
（敬称略）

※2023年3月末日時点


