
失語・高次脳機能障害領域　（148名）

氏名 施設名称 都道府県
高倉　祐樹 国立大学法人 北海道大学 北海道
千葉　桂子 医療法人ひまわり会 札樽病院 北海道
藪　貴代美 医療法人社団明日佳 札幌宮の沢脳神経外科病院 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
工藤　佳奈 津軽保健生活協同組合 健生病院 青森県
山屋　英佑 津軽保健生活協同組合 健生病院 青森県
佐々木　春香 一般社団法人 アクティビティいわて アクティブキッズ 岩手県
輪島　志保 岩手県立胆沢病院 岩手県
八鍬　央子 学校法人東北文化学園大学 東北文化学園大学 宮城県
赤坂　理恵子 一般財団法人 脳神経疾患研究所 泉崎南東北リハビリテーション・ケアセンター 福島県
阿久津　由紀子 一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院 福島県
齋藤　貴美子 一般財団法人竹田健康財団 総合発達支援プラザふらっぷ 福島県

医療法人社団三成会 南東北春日リハビリテーション病院 福島県
千葉　隆史 公益財団法人 会田病院 福島県
岩船　傑 医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 茨城県
河野　直弘 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 茨城県
吉田　真由美 医療法人博仁会 志村大宮病院 茨城県
秋山　真樹子 医療法人 南河内診療所 介護老人保健施設 お達者倶楽部 栃木県
川島　広明 日本赤十字社 足利赤十字病院 栃木県
小森　規代 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
嶋田　訓章 栃木県
塙　瑞穂 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学塩谷病院 栃木県
盛合　彩乃 医療法人 小金井中央病院 栃木県
小澤　克裕 医療法人社団日高会 日高リハビリテーション病院 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
唐澤　健太 医療法人敬愛会 リハビリテーション天草病院 埼玉県
齋藤　妙子 医療法人真正会 霞ヶ関南病院 埼玉県
杉本　真美 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
萩原　美帆子 埼玉県
山田　晃司 埼玉県
安中　恵 医療法人社団誠馨会 自動車事故対策機構 千葉療護センター 千葉県
池田　有紀 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 千葉県
菅野　倫子 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学 成田キャンパス 千葉県
木村　佐知子 株式会社 リハビリ総研 ことばとからだのリハビリ教室 千葉県
佐藤　幸子 千葉県がんセンター 千葉県
山﨑　勇太 医療法人社団緑友会 らいおんハート内科整形外科リハビリクリニック 千葉県

医療法人社団恵仁会 府中恵仁会病院 東京都
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
泉田　陸 国立大学法人 東京医科歯科大学医学部附属病院 東京都
泉谷　聡子 学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 東京都
浦野　雅世 学校法人片柳学園 東京工科大学 東京都
遠藤　貴之 医療法人社団苑田会 苑田第一病院 東京都
大塚　智香 医療法人社団KNI 北原国際病院 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
木羽　朋子 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学病院 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
小泉　智枝 医療法人社団KNI 北原国際病院 東京都
小嶋　知幸 学校法人武蔵野大学 武蔵野大学 東京都
小林　崇宣 社会医療法人社団正志会 花と森の東京病院 東京都
酒井　直美 宗教法人立正佼成会 立正佼成会附属佼成病院 東京都
白波瀬　元道 医療法人社団永生会 永生病院 東京都
高田　明規 医療法人社団慶成会 青梅慶友病院 東京都
髙野　裕輝 東京都立多摩総合医療センター 東京都
武田　泰助 学校法人東海大学 東海大学医学部付属八王子病院 東京都
中川　良尚 社会福祉法人仁生社 江戸川病院 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
畠山　恵 学校法人武蔵野大学 武蔵野大学 東京都
日暮　結 医療法人社団苑田会 竹の塚脳神経リハビリテーション病院 東京都
堀田　清夏 公益財団法人日産厚生会 玉川病院 東京都
舛田　悠子 医療法人社団永生会 永生病院 東京都
今井　真紀 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神奈川県
岡野　完 医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院 神奈川県
小山　祐見子 医療法人社団葵会 AOI七沢リハビリテーション病院 神奈川県
萑部　明美 医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院 神奈川県
清水　宗平 医療法人社団協友会 横浜鶴見リハビリテーション病院 神奈川県
鈴木　恒輔 株式会社Worth Living 訪問看護ステーション ワースリビング座間 神奈川県
森　麻美子 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 神奈川県



失語・高次脳機能障害領域　（148名）

氏名 施設名称 都道府県
佐藤　卓也 学校法人新潟総合学園 新潟医療福祉大学 新潟県
藪越　文佳 公立能登総合病院 石川県
山本　史佳 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 石川県済生会 金沢病院 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
桂川　謙祐 医療法人慈光会 甲府城南病院 山梨県
元木　雄一朗 医療法人銀門会 甲州リハビリテーション病院 山梨県
笠原　真紀 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 長野県
清澤　愛子 長野県
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
加藤　真由美 長野県
藤森　美恵 長野県
菅内　千恵 社会医療法人厚生会 木沢記念病院 岐阜県
森　玲子 岐阜県
真田　恵子 静岡県立静岡がんセンター 静岡県
中山　拓弥 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学熱海病院 静岡県
大嵜　美菜子 津島市民病院 愛知県
萩野　未沙 愛知県
堀池　正太 社会医療法人宏潤会 大同病院 愛知県
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
木村　奈緒 学校法人滋慶コミュニケーションアート 京都医健専門学校 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
吉田　真樹子 京都府
吉村　貴子 学校法人 永守学園 京都先端科学大学 京都府
今村　茜 社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院 大阪府
岸村　佳典 社会医療法人生長会 脳梗塞集中リハビリセンター 大阪りんくうタウン 大阪府
黒田　健司 学校法人大阪医科薬科大学 大阪医科薬科大学病院 大阪府
酒井　希代江 関西福祉科学大学 大阪府
坂上　知津 医療法人大植会 葛城病院 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
寺山　小百合 社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 大阪府
西ノ内　彩希子 社会医療法人 生長会 府中病院 大阪府
藤本　揚子 医療法人健友会 帝塚山リハビリテーション病院 大阪府
小池　正樹 学校法人神戸滋慶学園 神戸医療福祉専門学校 兵庫県
笹岡　岳 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 兵庫県
小嶌　麻木 学校法人西大和学園 白鳳短期大学 奈良県
羽多野　佳代子 奈良県
宮﨑　友理 公立大学法人 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県
山内　亜美 社会福祉法人こうほうえん 錦海リハビリテーション病院 鳥取県
今若　哲也 大田市立病院 島根県
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
宮﨑　彰子 学校法人川崎学園 川崎医科大学附属病院 岡山県
市本　将也 国立大学法人 広島大学病院 広島県
山内　温子 医療法人社団朋和会 西広島リハビリテーション病院 広島県
北中　雄二 地方独立行政法人 徳島県鳴門病院 徳島県
大北　裕太 愛媛県立今治病院 愛媛県
川中　理子 日本赤十字社 松山赤十字病院 愛媛県
岸田　晃和 今治市地域包括支援センター西・南 愛媛県
塩﨑　温子 一般財団法人 積善会 十全総合病院 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
三瀬　和人 愛媛県立中央病院 愛媛県
上松　智幸 学校法人 高知学園 高知リハビリテーション専門職大学 高知県
光内　梨佐 学校法人 高知学園 高知リハビリテーション専門職大学 高知県
荒川　友美 国立大学法人 九州大学病院 福岡県
岩﨑　裕子 学校法人高木学園 専門学校 柳川リハビリテーション学院 福岡県
占部　晴樹 社会医療法人福西会 福西会南病院 福岡県
金井　孝典 医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院 福岡県
川口　美奈子 国立大学法人 九州大学病院 福岡県
神代　美里 社会医療法人共愛会 戸畑リハビリテーション病院 福岡県
髙岩　亜輝子 社会医療法人青洲会 福岡青洲会病院 福岡県
鶴田　鈴夏 医療法人社団久英会 高良台リハビリテーション病院 福岡県



失語・高次脳機能障害領域　（148名）

氏名 施設名称 都道府県
野田　さおり 医療法人相生会 宮田病院 福岡県
渡邊　淳子 学校法人福岡大学 福岡大学病院 福岡県
脇山　鏡太郎 医療法人松籟会 河畔病院 佐賀県
谷　知恵 社会医療法人春回会 長崎北病院 長崎県
藤田　裕馬 社会医療法人財団白十字会 燿光リハビリテーション病院 長崎県
竹谷　剛生 社会医療法人 寿量会 熊本機能病院 熊本県
金岡　敦 国立大学法人 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県
吉川　学 医療法人久康会 平田東九州病院 宮崎県
田中　敦 医療法人厚生会 小原病院 鹿児島県
東　優奈 沖縄県
照屋　究 沖縄県
鈴木　利佳子 日本人会 シンガポール 日本人会クリニック 海外
石巻　晃 長野県立総合リハビリテーションセンター
福﨑　聖子
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


