
公益社団法人日本リハビリテーション医学会　代議員名簿
令和5年4月現在　339名

岐阜大学医学部附属病院
青柳 陽一郎 日本医科大学 大学院医学研究科
青山 朋樹 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻
赤澤 啓史 旭川荘療育・医療センター
赤星 和人 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター
浅野 由美 千葉県千葉リハビリテーションセンター
浅見 豊子 佐賀大学医学部附属病院
阿部 和夫 兵庫医科大学病院
安保 雅博 東京慈恵会医科大学附属病院
尼子 雅敏 防衛医科大学校病院
新井 祐志 京都府立医科大学大学院医学研究科　
荒川 英樹 宮崎大学医学部附属病院
飯塚 正之 タムス浦安病院
池口 良輔 京都大学医学部付属病院
池田 聡 日本医科大学
池田 巧 京都第一赤十字病院
池永 康規 医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター
池渕 充彦 大阪市立大学医学部附属病院
池邉 顕嗣朗 熊本県こども総合療育センター
生駒 一憲 北海道大学
伊佐地 隆 筑波記念病院
石合 純夫 札幌医科大学医学部
石井 雅之 福山リハビリテーション病院
石川 卓志 五反田リハビリテーション病院
石田 由佳子 奈良県立医科大学
出江 紳一 東北大学
磯山 浩孝 愛仁会リハビリテーション病院
市川 徳和 医療法人永島会永井病院
井手 睦 聖マリアヘルスケアセンター
伊藤 修 東北医科薬科大学医学部
伊藤 倫之 京都山城総合医療センター
稲葉 裕 横浜市立大学医学部
今井 晋二 滋賀医科大学病院
入澤 寛 獨協医科大学
岩﨑 信明 茨城県立医療大学付属病院
岩田 学 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター
殷 祥洙 医療法人財団百葉の会 湖山リハビリテーション病院
植木 美乃 名古屋市立大学医学研究科
植村 修 村山医療センター
牛尾 会 広島大学病院
内山 侑紀 兵庫医科大学
梅津 祐一 小倉リハビリテーション病院
梅本 安則 横浜市立大学医学部
衛藤 誠二 鹿児島大学病院
江端 広樹 済生会東神奈川リハビリテーション病院
海老原 覚 東北大学大学院
及川 忠人 東八幡平病院
大井 直往 福島県立医科大学
大串 幹 兵庫県立リハビリテーション中央病院
大沢 愛子 国立長寿医療研究センター
大澤 傑 大阪行岡医療大学
太田 喜久夫 藤田医科大学
大田 哲生 旭川医科大学病院
大田 陽一 大阪市立大学大学院医学研究科
大高 洋平 藤田医科大学
大塚 友吉 国立病院機構東埼玉病院
大仲 功一 医療法人博仁会　志村大宮病院
大野 一幸 堺市立総合医療センター
大橋 鈴世 京都府立医科大学
大林 茂 埼玉医科大学総合医療センター
大森 まいこ 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
小笠 博義 萩市民病院



岡﨑 哲也 博愛会病院
岡崎 英人 藤田医科大学
岡島 康友 杏林大学
岡田 恒夫 総合病院土浦協同病院
緒方 徹 東京大学医学部附属病院
緒方 直史 帝京大学医学部附属病院
岡本 さやか 藤田医科大学七栗記念病院
岡本 隆嗣 西広島リハビリテーション病院
沖塩 尚孝 蘇生会総合病院
小口 和代 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院
尾崎 敏文 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
尾崎 まり 鳥取大学医学部付属病院
尾関 恩 藤田医科大学
落合 達宏 宮城県立こども病院
尾花 正義 東京都保健医療公社荏原病院
加賀谷 斉 藤田医科大学医学部
角田 亘 国際医療福祉大学市川病院
笠井 史人 昭和大学病院
加地 良雄 香川大学医学部
粕川 雄司 秋田大学大学院医学系研究科
加世田 ゆみ子 翠清会梶川病院
片岡 晶志 大分大学福祉健康科学部
片桐 伯真 総合病院聖隷三方原病院
勝谷 将史 社会医療法人 甲友会 西宮協立リハビリテーション病院
加藤 真介 徳島赤十字ひのみね医療療育センター
門野 泉 愛知県医療療育総合センター中央病院
金内 ゆみ子 山形市立病院済生館
金田 浩治 大阪市立総合医療センター
鎌田 聡 福岡大学病院
上條 義一郎 獨協医科大学埼玉医療センター
上出 杏里 国立成育医療研究センター
紙本 薫 済衆館病院
川上 寿一 滋賀県立リハビリテーションセンター（兼務 滋賀県立総合病院）
川上 途行 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室
川口 謙一 九州大学病院
河﨑 敬 京都府立医科大学
河津 隆三 小倉リハビリテーション病院
川手 信行 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
河村 美穂 医療法人三仁会あさひ病院
菊地 尚久 千葉県千葉リハビリテーションセンター
城戸 顕 奈良県立医科大学
木戸 保秀 松山リハビリテーション病院
木下 篤 かがわ総合リハビリテーションセンター
木下 翔司 東京慈恵会医科大学
木村 慎二 新潟大学医歯学総合病院
木村 伸也 愛知医科大学
木村 隆文 総合大雄会病院
木村 知行 社会医療法人寿人会木村病院
木村 浩彰 広島市立リハビリテーション病院
久保 俊一 京都地域医療学際研究所
倉都 滋之 ベルランド総合病院
鴻上 繁 愛媛大学医学部付属病院リハビリテーション部
幸田 剣 和歌山県立医科大学
上月 正博 公立大学法人 山形県立保健医療大学
古口 徳雄 千葉県救急医療センター
小崎 慶介 心身障害児総合医療療育センター
御勢 真一 南大阪小児リハビリテーション病院
小竹 伴照 豊橋創造大学
児玉 成人 滋賀医科大学附属病院
児玉 三彦 東海大学医学部
小西 英樹 大植会葛城病院
小林 龍生 医療法人慈誠会
小林 宏高 横浜市立市民病院
小林 康孝 福井総合病院



小林 恭代 奈良県立医科大学
小山 哲男 西宮協立脳神経外科病院
近藤 和泉 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
近藤 克則 千葉大学
近藤 国嗣 東京湾岸リハビリテーション病院
近藤 正樹 京都府リハビリテーション支援センター
才藤 栄一 学校法人藤田学園　最高顧問
斉藤 公男 秋田大学医学部附属病院
佐浦 隆一 大阪医科薬科大学
佐伯 覚 産業医科大学
坂井 孝司 山口大学大学院医学系研究科
酒井 朋子 東京医科歯科大学
酒井 康生 島根大学医学部附属病院
酒井 良忠 神戸大学大学院医学研究科
佐久川 明美 医療法人 相生会　福岡みらい病院
佐々木 信幸 聖マリアンナ医科大学病院
佐々木 裕介 岐阜市民病院
佐藤 紀 徳島大学病院
沢田 光思郎 京都府立医科大学
重信 恵三 社会医療法人　恒心会 　恒心会おぐら病院
品田 良之 松戸市立総合医療センター
篠田 裕介 埼玉医科大学病院
志波 直人 久留米大学病院
柴田 斉子 藤田医科大学医学部
柴田 徹 兵庫県立障害児者リハビリテーションセンター
島田 洋一 秋田県立療育機構
清水 康裕 輝山会記念病院
下堂薗 恵 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
白石 裕一 京都府立医科大学附属病院
菅 俊光 関西医科大学総合医療センター
須貝 文宣 国家公務員共済組合連合会　大手前病院
菅沼 宏之 医療法人　喬成会　花川病院
菅本 一臣 大阪大学大学院
菅原 英和 初台リハビリテーション病院
杉浦 英志 名古屋大学大学院医学系研究科
杉原 勝宣 広島市立リハビリテーション病院
隅谷 政 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院
関 万成 山口大学医学部附属病院
関 勝 神奈川県立保健福祉大学
関口 麻理子 船橋ニ和病院
先﨑 章 東京福祉大学社会福祉学部
千田 譲 小牧市民病院
千田 益生 かがわ総合リハビリテーションセンター
相馬 正始 青森市民病院
園田 茂 藤田医科大学七栗記念病院
高岡 徹 横浜市総合リハビリテーションセンター
髙木 聡 品川リハビリテーション病院
髙木 理彰 山形大学医学部附属病院
高木 泰孝 市立砺波総合病院
髙窪 祐弥 山形大学医学部
高杉 紳一郎 佐賀整肢学園こども発達医療センター
高田 信二郎 独立行政法人国立病院機構徳島病院
高田 裕 医療法人財団 博仁会 キナシ大林病院
高橋 和也 独立行政法人 国立病院機構 医王病院
高橋 秀寿 埼玉医科大学国際医療センター
武居 光雄 光心会諏訪の杜病院
竹川 徹 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
竹中 晋 皆生温泉病院
武原 格 東京都リハビリテーション病院
田島 文博 医療法人ちゅうざん会 ちゅうざん病院
田代 桂一 山鹿温泉リハビリテーション病院
橘 智弘 九州労災病院
伊達 伸也 東部島根医療福祉センター
田中 正一 医療法人ちゅうざん会 ちゅうざん病院



田中 智香 社会医療法人令和会　熊本リハビリテーション病院
田中 尚文 帝京大学ちば総合医療センター
田中 康仁 奈良県立医科大学
谷口 直史 山梨大学医学部附属病院
田沼 明 順天堂大学医学部附属静岡病院
田丸 司 偕行会リハビリテーション病院
田村 太資 大阪府立病院機構大阪母子医療センター
中馬 孝容 滋賀県立総合病院
帖佐 悦男 宮崎大学
陳 隆明 兵庫県立リハビリテーション中央病院
辻 哲也 慶應義塾大学医学部
津田 英一 弘前大学大学院医学研究科
椿原 彰夫 川崎医療福祉大学
坪川 操 福井大学医学部附属病院
津村 弘 大分大学
寺川 晴彦 地域医療機能推進機構 大阪病院
寺島 宏明 市立恵那病院
峠 康 和歌山労災病院
堂園 浩一朗 今村総合病院
道免 和久 兵庫医科大学
砥上 若菜 熊本県健康福祉部 健康局 健康づくり推進課 兼 熊本県総務部 総務私学局 総務厚生課
土岐 明子 大阪急性期・総合医療センター
土岐 めぐみ 札幌医科大学
徳永 大作 京都府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院
徳永 誠 熊本機能病院
鳥取部 光司 宮崎市立田野病院 コミュニティ・メディカルセンター
冨岡 正雄 大阪医科薬科大学
富永 俊克 山口労災病院
豊倉 穣 東海大学医学部附属大磯病院
長岡 博志 別府リハビリテーションセンター
中土 保 医療法人歓喜会辻外科リハビリテーション病院
中西 徹 県立広島病院
永野 聡 鹿児島大学 医学部 保健学科
永野 靖典 高知大学医学部附属病院
中村 健 横浜市立大学医学部
中村 博亮 大阪市立大学大学院医学研究科
永吉 美砂子 福岡県障がい者リハビリテーションセンター
名護 健 久留米大学リハビリテーションセンター
難波 孝礼 岡山市立市民病院
南里 悠介 JCHO　佐賀中部病院
西郊 靖子 京都府立医科大学　
西嶋 一智 宮城県
西田 佳弘 名古屋大学医学部附属病院
西村 行秀 岩手医科大学
二宮 義和 社会福祉法人聖家族会　みさかえの園総合発達医療福祉センター　むつみの家

根本 明宜 横浜市立大学医学部
野並 誠二 医療法人野並会高知病院
野々垣 学 横浜市立大学医学部
信田 進吾 東北労災病院
憲 克彦 医療法人社団 　北樹会病院
芳賀 信彦 国立障害者リハビリテーシヨンセンター
萩野 哲男 独立行政法人国立病院機構甲府病院
橋本 洋一郎 熊本市立熊本市民病院
長谷 公隆 関西医科大学
長谷川 千恵子 市立函館病院
羽田 康司 筑波大学 医学医療系
服部 憲明 富山大学
花山 耕三 川崎医科大学
林 明人 順天堂大学医学部附属浦安病院
林 哲生 総合せき損センター
原 仁美 神戸大学医学部附属病院
原 元彦 帝京大学医学部附属溝口病院
原田 理沙 神戸大学医学部附属病院
張替 徹 社会医療法人新潟勤労者医療協会下越病院



東本 有司 近畿大学医学部
日比野 敬明 名古屋市総合リハビリテーションセンター
平岡 崇 川崎医科大学
平林 伸治 日本生命済生会 日本生命病院
笛木 昇 信濃医療福祉センター
福田 倫也 北里大学 医療衛生学部
藤井 良憲 京都近衛リハビリテーション病院
藤島 一郎 浜松市リハビリテーション病院
藤田 正明 医療法人財団 尚温会 総合リハビリテーション 伊予病院
藤谷 順子 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
藤原 清香 東京大学医学部附属病院
藤原 俊之 順天堂大学大学院医学研究科
船越 政範 栃木県立リハビリテーションセンター
降矢 芳子 東京女子医科大学東医療センター
古川 俊明 東海大学医学部付属八王子病院
古澤 一成 吉備高原医療リハビリテーションセンター
堀田 富士子 東京都リハビリテーション病院
堀内 博志 信州大学医学部附属病院
本田 透 香川県立中央病院
前野 崇 国立障害者リハビリテーションセンター病院
前野 豊 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター
真柄 彰 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部
牧田 茂 埼玉医科大学国際医療センター
牧野 健一郎 新王子病院
正門 由久 東海大学医学部専門診療学系
眞塩 清 群馬県医師会　群馬リハビリテーション病院
松浦 大輔 脳神経センター大田記念病院
松坂 誠應 長崎リハビリテーション病院
松下 功 金沢医科大学
松嶋 康之 産業医科大学
松瀬 博夫 久留米大学病院リハビリテーション部
松田 秀一 京都大学大学院医学研究科
松本 憲二 医療法人篤友会関西リハビリテーション病院
松山 敏勝 札幌市子ども発達支援総合センター
馬庭 壯吉 島根大学 医学部
眞野 智生 奈良県立医科大学
三浦 靖史 神戸大学大学院
三上 靖夫 京都府立医科大学大学院
三上 幸夫 広島大学病院
美津島 隆 獨協医科大学
水尻 強志 公益財団法人宮城厚生協会長町病院
水田 博志 熊本市病院局
水野 勝広 東海大学医学部
水野 雅康 みずのリハビリクリニック
三橋 尚志 京都大原記念病院
光増 智 社会医療法人医仁会　中村記念南病院
宮井 一郎 社会医療法人大道会森之宮病院
宮越 浩一 亀田総合病院
宮﨑 博子 京都桂病院リハビリテーションセンター
宮村 紘平 河北リハビリテーション病院
宮本 健史 熊本大学
向野 雅彦 北海道大学病院
村岡 香織 北里大学北里研究所病院
村上 里奈 名古屋市立大学
村上 孝徳 札幌医科大学医学部
村田 淳 千葉大学医学部附属病院
村田 顕也 和歌山県立医科大学
目谷 浩通 川崎医科大学
百崎 良 三重大学大学院医学系研究科
森 憲司 岩砂病院・岩砂マタニティ
森田 光哉 自治医科大学附属病院 リハビリテーションセンター
矢吹 省司 福島県立医科大学
山内 克哉 浜松医科大学
山田 深 杏林大学



山田 尚基 東京慈恵会医科大学付属第三病院
山之内 直也 地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館
山本 卓明 福岡大学　医学部
横山 修 神奈川リハビリテーション病院
吉田 輝 鹿児島大学病院
吉田 行弘 友志会リハビリテーション花の舎病院
吉永 勝訓 成田リハビリテーション病院
吉野 修 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター
依田 光正 昭和大学
米津 浩 徳島厚生連 吉野川医療センター
里宇 明元 慶應義塾大学医学部
若林 秀隆 東京女子医科大学病院
和田 郁雄 愛知淑徳大学
和田 恵美子 近森リハビリテーション病院
和田 真一 森山リハビリテーションクリニック
和田 直樹 群馬大学大学院医学系研究科
和田 勇治 日本医科大学千葉北総病院
渡辺 亜貴子 医療生協わたり病院
渡邉 修 東京慈恵会医科大学附属第三病院
渡部 昌平 ＪＣＨＯ宇和島病院
渡辺 充伸 江南病院


