
公益社団法人北海道理学療法士会　社員名簿
【任期：令和4年6月11日～令和6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 成田　征司 八雲総合病院 58 後志 宇治　俊弥 介護老人保健施設ﾗﾎﾟｰﾙ東小樽

2 道南 大角　侑平 函館整形外科ｸﾘﾆｯｸ 59 後志 中黒　渉 札樽病院

3 道南 松田　泰樹 高橋病院 60 後志 小山　祐二 小樽協会病院

4 道南 笠原　毅 道南勤医協函館稜北病院 61 後志 藤田　博之 札樽・すがた医院

5 道南 荒　万佐大 函館脳神経外科病院 62 後志 丹野　麻知子 北海道済生会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

6 道南 相馬　栄大 函館中央病院 63 後志 髭内　紀幸 済生会小樽病院

7 道南 井上　友太 介護老人保健施設やわらぎ苑上磯 64 空知 近藤　孝之 深川市立病院

8 道南 渡辺　有亮 森町国民健康保険病院 65 空知 布施　貴博 滝川脳神経外科病院

9 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 66 空知 境　雅樹 岩見沢明日佳病院

10 日胆 太田　徹 製鉄記念室蘭病院 67 空知 藤本　大樹 介護老人保健施設健寿苑

11 日胆 森田　学 苫小牧東病院 68 空知 後藤　さつき 介護老人保健施設北翔館

12 日胆 村井　誠 市立室蘭総合病院 69 空知 上村　賢 市立三笠総合病院

13 日胆 岩城　佳孝 洞爺協会病院 70 道北 内藤　考洋 旭川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

14 日胆 成兼　結 聖ヶ丘病院 71 道北 木村　和久 旭川赤十字病院

15 日胆 永田　善臣 介護老人保健施設浦河緑苑 72 道北 大河原　和也 社会福祉法人さつき会

16 日胆 小郷　健介 室蘭太平洋病院 73 道北 森谷　大輔 道北勤医協　一条通病院

17 日胆 會津　圭崇 王子総合病院 74 道北 塚田　鉄平 旭川医科大学病院

18 日胆 横部　護 苫小牧日翔病院 75 道北 髙木　一人 旭川赤十字病院

19 札幌 石橋　晃仁 日本医療大学　月寒本ｷｬﾝﾊﾟｽ 76 道北 岩瀧　廣大 森山ﾒﾓﾘｱﾙ病院

20 札幌 井野　拓実 北海道科学大学 77 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

21 札幌 小島　伸枝 時計台記念病院 78 道北 大西　正剛 旭川赤十字病院

22 札幌 西部　寿人 北海道立子ども総合医療・療育ｾﾝﾀｰ 79 道北 前田　健太郎 かわむら整形外科

23 札幌 春名　弘一 北海道科学大学 80 十勝 伊藤　俊貴 機能訓練特化型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　NeoReha

24 札幌 松本　尚 整形外科北新病院 81 十勝 林　達也 十勝ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

25 札幌 三浦　拓 東苗穂病院 82 十勝 島田　崇光 介護療養型老人保健施設あづまの里

26 札幌 畑原　理恵 公益社団法人北海道理学療法士会 83 十勝 西向　弘樹 社会医療法人恵和会　帯広中央病院

27 札幌 佐々木　和広 羊ヶ丘病院 84 十勝 中薮　幸広 協立病院

28 札幌 佐々木　智教 医療福祉ｾﾝﾀｰ札幌あゆみの園 85 十勝 堀　智貴 TORERU

29 札幌 片野　唆敏 札幌医科大学附属病院 86 十勝 森　茂樹 帯広協会病院

30 札幌 髙國　憲二 札幌ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 87 十勝 斉藤　貴志 十勝ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

31 札幌 敦賀　肇 国立病院機構北海道がんｾﾝﾀｰ 88 釧根 金丸　深 釧路協立病院

32 札幌 角瀬　邦晃 北海道整形外科記念病院 89 釧根 北所　大輔 老人保健施設ｹｱｺｰﾄひまわり

33 札幌 大川　麻衣子 新札幌ながい整形外科 90 釧根 沼口　託也 介護老人保健施設老健たいよう

34 札幌 髙橋　いず美 はまなす訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 91 釧根 馬渕　裕介 標茶町立病院

35 札幌 藤原　直 札幌禎心会病院 92 釧根 中川　裕貴 市立釧路総合病院

36 札幌 本間　憲治 札幌秀友会病院 93 釧根 川辺　大樹 釧路孝仁会記念病院

37 札幌 尾山　陽平 地域医療機能推進機構　北海道病院 94 道東 田中　亮人 こが病院

38 札幌 中村　孝志 札幌山の上病院 95 道東 宮嶋　徳宜 ｵﾎｰﾂｸ海病院

39 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 96 道東 庄司　寛 北海道立北見病院

40 札幌 伊藤　崇倫 札幌中央病院 97 道東 稲垣　拓朗 北星記念病院

41 札幌 多田　志帆 HPT訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾟｯﾄ東 98 道東 萬城　菜実絵 ｵﾎｰﾂｸ勤医協北見病院

42 札幌 米本　千春 HPT訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾟｯﾄ東 99 道東 天坂　修一郎 さこう・ﾘﾊﾋﾞﾘｸﾘﾆｯｸ

43 札幌 小熊　英敏 北海道大学病院

44 札幌 佐々木　亮介 手稲渓仁会病院

45 札幌 菅原　寿 慈啓会病院

46 札幌 齋　之裕 宮の森記念病院

47 札幌 成田　悟志 手稲渓仁会病院

48 札幌 本間　傑 札幌循環器病院

49 札幌 真屋　大気 市立札幌病院

50 石狩 横田　雄斗 北星病院

51 石狩 河端　新 北星病院

52 石狩 岩間　洋之 北星病院

53 石狩 小玉　裕治 えにわ病院

54 石狩 小川　峻一 北海道千歳ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学

55 石狩 石田　和宏 えにわ病院

56 石狩 谷内　佳苗 北星病院
57 石狩 村上　亨 ㈱健康研究所
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