
公益社団法人北海道理学療法士会　社員名簿
【任期：平成30年6月9日～令和2年定時総会終結の時まで】

（敬称略）
支部 名前 勤務先 支部 名前

1 道南 渡辺　有亮 森町国民健康保険病院 57 後志 中黒　渉 札樽病院

2 道南 荒　万佐大 函館脳神経外科病院 58 後志 高橋　禎泰 ｹｱ･ｵﾌｨｽ 優

3 道南 畠山　功 訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ白ゆり 59 後志 前川　弘恒 岩内協会病院　指定通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所ななかまど

4 道南 羽澤　晃士 函館市医師会看護・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 60 後志 宇治　俊弥 介護老人保健施設ﾗﾎﾟｰﾙ東小樽

5 道南 松田　泰樹 高橋病院　訪問ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝひより坂 61 後志 髭内　紀幸 済生会小樽病院

6 道南 川村　繁夫 自宅 62 後志 藤田　博之 札樽・すがた医院

7 道南 笠原　毅 道南勤医協函館稜北病院 63 後志 堀　享一 小樽協会病院

8 道南 成田　征司 八雲総合病院 64 空知 原口　迪大 滝川市立病院

9 道南 井上　友太 介護老人保健施設やわらぎ苑上磯 65 空知 畠山　尚之 東ヶ丘病院

10 日胆 加賀谷　芳夫 介護老人保健施設ﾌﾟﾗｲﾑﾍﾙｼｰﾀｳﾝ湘南 66 空知 境　雅樹 岩見沢明日佳病院

11 日胆 成川　智聡 室蘭太平洋病院 67 空知 木下　伸大 砂川市立病院

12 日胆 山田　幸信 登別病院 68 空知 横井　健二 滝川脳神経外科病院

13 日胆 藤本　徹 市立室蘭総合病院 69 空知 南坂　仁 北海道中央労災病院

14 日胆 岩城　佳孝 洞爺協会病院 70 空知 上村　賢 市立三笠総合病院

15 日胆 森田　学 苫小牧東病院 71 道北 尾形　俊宗 介護老人保健施設旭泉苑

16 日胆 福山　沙央里 自宅 72 道北 木村　和久 旭川赤十字病院

17 日胆 横部　護 苫小牧日翔病院 73 道北 近藤　伸英 北都保健福祉専門学校

18 日胆 芳賀　浩司 王子総合病院 74 道北 齊藤　浩平 森山ﾒﾓﾘｱﾙ病院　指定訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所

19 札幌 尾山　陽平 北海道病院 75 道北 阿部　慎一 市立旭川病院

20 札幌 山本　祐司 介護老人保健施設ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ白石 76 道北 太田　雄介 豊岡中央病院

21 札幌 鈴木　由紀子 札幌ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 77 道北 岩瀧　廣大 森山ﾒﾓﾘｱﾙ病院　通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所

22 札幌 高國　憲二 札幌ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 78 道北 松野　弘実 市立旭川病院

23 札幌 二ツ森　竜也 自宅 79 道北 片野　真奈未 森山ﾒﾓﾘｱﾙ病院指定訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所

24 札幌 松本　尚 整形外科北新病院 80 道北 金田　由希 旭川赤十字病院

25 札幌 梅原　靖孝 定山渓病院 81 十勝 西向　弘樹 開西病院

26 札幌 佐藤　一浩 緑ヶ丘療育園 82 十勝 中藪　幸広 協立病院

27 札幌 河野　伸吾 定山渓病院 83 十勝 林　達也 十勝ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

28 札幌 佐々木　智教 生活介護あゆみ 84 十勝 小岩　幹 北斗病院

29 札幌 塩原　貴之 ｲﾑｽ札幌内科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 85 十勝 橋本　久枝 北斗病院

30 札幌 宮澤　亜紀 ｲﾑｽ札幌内科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 86 十勝 小野寺　誠二 士幌町国民健康保険病院

31 札幌 田仲　愛 KKR札幌医療ｾﾝﾀｰ 87 十勝 島田　崇光 介護療養型老人保健施設あづまの里

32 札幌 佐藤　喜亮 ｸﾗｰｸ病院 88 十勝 柳澤　秀明 介護老人保健施設かみしほろ

33 札幌 村上　功一 ｸﾗｰｸ病院 89 釧根 馬渕　裕介 標茶町立病院

34 札幌 芳賀　貴幸 ｸﾗｰｸ病院 90 釧根 中川　裕貴 市立釧路総合病院

35 札幌 武田　祐貴 専門学校北海道ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学校 91 釧根 川辺　大樹 みなみ病院

36 札幌 黒澤　祝 札幌ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 92 釧根 沼口　託也 介護老人保健施設老健たいよう

37 札幌 山本　ともみ 札幌医学技術福祉歯科専門学校 93 釧根 竹内　恵一 東北海道病院

38 札幌 只石　朋仁 札幌渓仁会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 94 釧根 金丸　深 釧路協立病院

39 札幌 竹林　康弘 札幌西円山病院 95 道東 庄司　寛 北海道立北見病院

40 札幌 小熊　英敏 北海道大学病院 96 道東 大森　達也 株式会社PHYSIT

41 札幌 高橋　友哉 KKR札幌医療ｾﾝﾀｰ 97 道東 萬城　菜実絵 ｵﾎｰﾂｸ勤医協北見病院

42 札幌 金田　直樹 北海道立子ども総合医療・療育ｾﾝﾀｰ 98 道東 天坂　修一郎 さこう･ﾘﾊﾋﾞﾘｸﾘﾆｯｸ

43 札幌 高島　朋貴 北海道立子ども総合医療・療育ｾﾝﾀｰ 99 道東 田中　亮人 網走脳神経外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

44 札幌 中村　孝志 札幌山の上病院 100 道東 宮嶋　徳宜 ｵﾎｰﾂｸ海病院

45 札幌 稲野辺　良太 ｸﾗｰｸ病院

46 札幌 宮坂　智哉 北海道科学大学

47 札幌 佐々木　亮介 手稲渓仁会病院

48 札幌 及川　哲史 手稲いなづみ病院

49 石狩 岡本　康世 花川病院

50 石狩 本田　欣誠 恵み野病院

51 石狩 中村　宏明 介護老人保健施設ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ北広島

52 石狩 澤田　大輔 介護老人保健施設　北星館

53 石狩 奥山　広章 江別市立病院

54 石狩 小川　哲広 北星病院

55 石狩 中塩　裕也 友愛記念病院

56 石狩 家入　章 えにわ病院


	ＨＰ・会員名簿掲載原稿

