
＜　シーティング・コンサルタント　147名＞

都道府県 No 所属施設 氏名 職種 有効期限

0004 医療法人　渓仁会定山渓病院 河野　伸吾 理学療法士 2028

0080 さっぽろ在宅医療クリニック 播磨　孝司 作業療法士 2023

0109 医療法人聖仁会　森病院 大髙　清津夫 作業療法士 2026

0112 医療法人　渓仁会定山渓病院 後藤　正寛 作業療法士 2026

0113 札幌渓仁会リハビリテーション病院 荒木　佑介 理学療法士 2026

0135 訪問看護ステーション　みのり 天野　智文 理学療法士 2026

0144 医療法人社団いずみ会 北星病院 兼田　彩佳 作業療法士 2027

青森県 0097 弘前医療福祉大学 外川　瑞秀 作業療法士 2025

0102 宮城県介護研修センター 大場　薫 作業療法士 2025

0123 宮城県北部保健福祉事務所 武田　輝也 理学療法士 2026

0134 東北福祉大学 浮田　徳樹 作業療法士 2026

0090 最上町立最上病院 高山　悠二 作業療法士 2025

0115 鶴岡協立リハビリテーション病院 小柳　朋之 理学療法士 2026

0161 訪問看護リハビリステーションアジュダンテ 平向　正包 作業療法士 2028

0063 医療創生大学健康医療科学部 佐野　博一 作業療法士 2022

0084 あぶくま訪問看護ステーション 佐藤　祐樹 作業療法士 2024

茨城県 0166 介護老人保健施設　桜の郷　敬愛の杜 西野知弘 理学療法士 2029

0065 若菜　善樹 理学療法士 2023

0078 宇都宮リハビリテーション病院 川崎　圭太 理学療法士 2023

0032 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設　のぞみの園 金子暁 理学療法士 2022

0064 東京家政大学 亀ヶ谷　忠彦 作業療法士 2023

0014 介護老人保健施設みずき荘 佐藤征之 理学療法士 2022

0003 日本保健医療大学 廣瀬秀行 理学療法士 2028

0020 埼玉県総合リハビリテーションセンター 清宮　清美 理学療法士 2029

0027 群馬医療福祉大学 宮寺 亮輔 作業療法士 2022

0031 レーベンホーム戸田 美谷島直行 作業療法士 2022

0050 さいたま市立病院 渡邊　雅恵 理学療法士 2029

0088 埼玉県立小児医療センター 花町　芽生 理学療法士 2025

0094 特定医療法人敬愛会　リハビリテーション天草病院 阿部　高家 理学療法士 2025

0101 戸田中央リハクリニック 竹内　章朗 理学療法士 2025

0114 社会医療法人　東明会　原田病院 山本　久 理学療法士 2026

0141 社会医療法人関越会　関越病院 平井　孝幸 作業療法士 2027

0158 原田病院 熊谷 聖文 理学療法士 2028

0049 埼玉県総合リハビリテーションセンター 井上　悦男 理学療法士 2022

0178 原田病院 中野 翔太 理学療法士 2030

0026 城西国際大学 宇山幸江 理学療法士 2022

0029 旭神経内科リハビリテーション病院 高根静子 作業療法士 2022

0117 船橋市立リハビリテーション病院 亀谷　孝之 作業療法士 2026

0125 誠馨会　総泉病院 竹内　鉄矢 作業療法士 2026

0167 千葉徳州会病院 関根沙織 理学療法士 2029
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0002 一般社団法人 福祉用具活用相談センター 吉川和徳 理学療法士 2028

0009 　（株）シーティング研究所 木之瀬隆 作業療法士 2028

0007 医療法人社団永生会永生病院 岩谷清一 作業療法士 2028

0010 株式会社アンデコール 大塚理江 作業療法士 2028

0016 医療法人社団永生会永生病院 野口僚子 作業療法士 2029

0018 社会福祉法人芳洋会 森谷陽一 作業療法士 2029

0021 東京保健医療専門職大学 杉山　真理 理学療法士 2029

0030 特別養護老人ホームハピネスあだち 遠藤大知 理学療法士 2022

0035 三井陽光苑 奈良　実由紀 作業療法士 2023

0038 花はたリハビリテーション病院 南　裕二 作業療法士 2023

0046 医療法人社団　苑田会　花はたリハビリテーション病院 井筒 隆文 作業療法士 2029

0047 医療法人社団永生会永生病院 多良 麻友美 作業療法士 2023

0052 立正佼成会附属佼成病院 及川雅博 理学療法士 2029

0057 医療法人社団三秀会羽村三慶病院 藤野　将義 作業療法士 2022

0061 株式会社アトンス 永井公作 理学療法士 2022

0062 介護老人保健施設クローバー 岩木川　紘太 理学療法士 2022

0073 　 厚坊　貴洋 理学療法士 2023

0077 保谷厚生病院 伊藤　元気 作業療法士 2023

0089 障害者支援施設　清瀬療護園 細谷　清江 理学療法士 2025

0096 医療法人社団三秀会　青梅三慶病院 並木　祥子 理学療法士 2025

0098 医療法人社団苑田会 花はたリハビリテーション病院 廣島　拓也 理学療法士 2025

0106 介護老人保健施設　アルカディア 佐藤　大貴 理学療法士 2026

0118 リハビリステーションうぃず駒込 市川　貴章 理学療法士 2026

0126 こころ訪問看護リハビリステーション板橋 榎本　将人 作業療法士 2026

0128 慈誠会練馬駅リハビリテーション病院 山口　裕 作業療法士 2026

0131 介護老人保健施設　アルカディア 水野　秀樹 理学療法士 2026

0137 森山脳神経センター病院 中野　亜紀 理学療法士 2027

0140 足立区障がい福祉センター 鈴木　智恵
理学療法士
作業療法士

2027

0152 森山脳神経センター病院 藤ノ木潤一 理学療法士 2028

0153 青梅三慶病院 宮永将裕 作業療法士 2028

0154 八王子山王病院 唐木　晃一 理学療法士 2028

0155 八王子山王病院 土井政紀 理学療法士 2028

0156 森山脳神経センター病院 奈良坂 亮 理学療法士 2028

0157 八王子山王病院 川崎 勇作 理学療法士 2028

0162 赤羽岩渕病院 東毅 理学療法士 2028

0169 梶原診療所 斎藤梨菜 作業療法士 2029

0173 竹の塚脳神経リハビリテーション病院 中司勇士 作業療法士 2029

0174 一般社団法人 巨樹の会 赤羽リハビリテーション病院 力丸泰山 理学療法士 2029

0177 東京敬寿園 高橋　遼 理学療法士 2030

0060 神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 森田智之 理学療法士 2022

0071 医療法人　篠原湘南クリニック 小沼　敦 作業療法士 2023

0119 神奈川リハビリテーション病院 平田　学 理学療法士 2026

0139 川崎医療生活協同組合　川崎協同病院 村越　妙美 作業療法士 2027

0168 訪問看護リハビリステーション銀の舞 天野亜美 作業療法士 2029

東京都

神奈川県



0042 特別養護老人ホームさくら聖母の園 早津佐代子 理学療法士 2023

0083 介護老人保健施設　中条愛広苑 二村　淳子 作業療法士 2024

0116 医療法人　愛広会　新潟リハビリテーション病院 増沢　真希子 作業療法士 2026

0025 医療法人銀門会　甲州リハビリテーション病院 前田哲 作業療法士 2029

0040 医療法人慈光会　甲府城南病院 池田鉄平 作業療法士 2023

0127 甲州リハビリテーション病院 土屋　紅葉 理学療法士 2026

0151 国立病院機構　甲府病院 古澤　諭 作業療法士 2028

0170 甲州リハビリテーション病院 初鹿沙織 作業療法士 2029

0006 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 栗木 淳子 理学療法士 2028

0008 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター介護療養型老人保健施設いずみの 馬場孝浩 理学療法士 2028

0011 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 古田 大樹 理学療法士 2028

0012 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 丸山 陽一 理学療法士 2028

0023 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 中村　智也子 理学療法士 2029

0086 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 番場　靖 作業療法士 2024

0111 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院 久保田　裕一 作業療法士 2026

0130 いいやま介護老人保健施設みゆき 塚田　秀行 理学療法士 2026

0172 JA長野厚生連 佐久医療センター 小野紘平 理学療法士 2029

静岡県 0133 特別養護老人ホーム　すどの杜 加藤　達也 作業療法士 2026

0036 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 八木知香 理学療法士 2023

0043 愛知医療学院短期大学 渡辺豊明 作業療法士 2023

0067 医療法人青澄会きよし整形外科リハビリクリニック 芳澤　松根 理学療法士 2023

0142 メディケア-リハビリ　訪問看護ステーション城陽 見吉　一輝 作業療法士 2027

0148 医療法人社団恵心会京都武田病院 辻本　暁 作業療法士 2027

0150 介護老人保険施設　リーベン嵯峨野 辻本　拓磨 作業療法士 2028

0120 SOMPOケア株式会社 波野　優貴 理学療法士 2026

0159 みどりヶ丘病院 鈴木 紋菜 理学療法士 2028

兵庫県 0160 仁寿会 石川病院 三木　真 理学療法士 2028

0033 市立奈良病院 溝井昌子 作業療法士 2022

0164 奈良県総合リハビリテーションセンター 栗本尚樹 理学療法士 2029

0075 川崎医療福祉大学 小原　謙一 理学療法士 2023

0124 医療法人　緑十字会　笠岡中央病院 小野　啓生 理学療法士 2026

0149 岡山市立市民病院 鈴木　春樹 理学療法士 2027

広島県 0082 医療法人社団CMC　コールメディカルクリニック広島 廣田　洋一 作業療法士 2024

0001 医療法人養和会　養和病院 土中伸樹 理学療法士 2028

0104 医療法人養和会　訪問看護ステーション仁風荘 藍田　翔太 理学療法士 2026

0143 医療法人養和会　養和病院 櫻井　みほ 理学療法士 2027

0121 島根大学医学部付属病院 佐藤　千晃 作業療法士 2026

0132 益田赤十字病院 立川　純子 作業療法士 2026
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0037 社会医療法人仁友会南松山病院 土居道康 作業療法士 2023

0068 老人保健施設ミネルワ 正岡　佑次 作業療法士 2023

0069 社会医療法人仁友会南松山病院 岡田英剛 作業療法士 2023

0072 松山赤十字病院 篠森　丞 作業療法士 2023

0087 社会医療法人仁友会南松山病院 竹尾　昴洸 作業療法士 2024

0107 社会医療法人仁友会南松山病院 六角　美穂 理学療法士 2026

0092 松山赤十字病院 川崎　祐太郎 作業療法士 2025

0093 訪問看護ステーションくるみ 竹本　光裕 理学療法士 2025

0110 医療法人同仁会　おおぞら病院 澤田　健吾 作業療法士 2026

0145 松山リハビリテーション病院 白方　一範 作業療法士 2027

0171 伊予病院 余吾政宏 作業療法士 2029

0165 ㈱テクノクラフト高知 廣戸優尊 理学療法士 2029

0175 医療法人　えいわ会 岩崎洋 理学療法士 2029

0039 からざステーション 江原　公洋 作業療法士 2023

0085 医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院 増﨑　力 作業療法士 2024

0138 医療法人康正会　けご病院 江原　まどか 理学療法士 2027

0146 小倉リハビリテーション病院 朝長　英樹 理学療法士 2027

0163 医療法人共和会小倉リハビリテーション病院 中濵亮士 理学療法士 2028

佐賀県 0054 西九州大学 押川武志 作業療法士 2029

0066 長崎北病院 山田　麻和 作業療法士 2023

0100 長崎北病院 石橋　智花子 理学療法士 2025

0129 社会医療法人春回会　井上病院 橋本　修平 理学療法士 2026

0136 長崎北病院 近藤　俊成 理学療法士 2028

熊本県 0105 合同会社　6L 矢野　賞太 作業療法士 2026

宮崎県 0176 JCHO宮崎江南病院 西田真基 作業療法士 2030

福岡県

長崎県

愛媛県

高知県


