
2022 年 5 月 9 日 

一般社団法人 神奈川県作業療法士会 

代議員選挙公報 

 

2022 年度・2023 年度の代議員の立候補を 2021 年 12 月 15 日付で締め切りました。また、立候補者が

定数を満たさない欠員分は推薦にて選出しました。 

A ブロック、B ブロックの代議員が決定しましたので、以下に公示いたします。 

 

公示 

【 A ブロック（横浜市・川崎市・相模原市に勤務している正会員）（届け出順） 】 

氏名 所属 氏名 所属 

金原 衣理子 イムス横浜狩場脳神経外科病院 丑村 友暁 横浜新都市脳神経外科病院 

郷 康人 イムス横浜狩場脳神経外科病院 齋藤 進一郎 江田記念病院 

村越 妙美 介護老人保健施設 樹の丘 水島 加奈子 新戸塚病院 

佐々木 秀一 北里大学病院 野本義則 東京医療学院大学  

内山 博之 横浜リハビリテーション専門学校 渡瀬 広之 横浜なみきリハビリテーション病院  

中井 琢哉 北里大学病院 石井 将文 新戸塚病院 

田中 秀和 イムス横浜狩場脳神経外科病院 榎本 光彦 新戸塚病院 

松尾 菜々 相模原ロイヤルケアセンター 中西 みなみ 新戸塚病院 

萩原 美里 相模原ロイヤルケアセンター 宇都宮 裕人 新戸塚病院 

鎌田 優花 横浜新都市脳神経外科病院 岸 亜美 新戸塚病院 

千葉 周平 北里大学病院 吉武 信治 新戸塚病院 

中里 和也 ワン・ライフ訪問看護ステーション 宮田 和典 横浜なみきリハビリテーション病院  

井本 裕堂 横浜総合病院 沼田 一恵 自宅会員 

牧山 大輔 横浜旭中央総合病院 山勢 健太朗 平成横浜病院  

福留 大輔 横浜旭中央総合病院 小泉 善久 サポートライフ・結 

栁橋 宏亮 横浜旭中央総合病院 成井 早紀 介護老人保健施設 能見台パートリア 

堀内 翔平 横浜旭中央総合病院 林 慎也 アール・クラ横浜 

玖島 弘規 横浜旭中央総合病院 金山 桂 介護老人保健施設 千の風・川崎 

青木 健 新百合ヶ丘総合病院 丸岡 ちひろ 済生会 横浜市東部病院 

藤原 達也 江田記念病院 佐藤 隼 さがみリハビリテーション病院 

水野 友和 江田記念病院 西川 航平 介護老人保健施設 こもれび 

山中 竜太 イムス横浜狩場脳神経外科病院 森木 勇一郎 介護老人保健施設 都築シニアセンター 

山岡 丈士 横浜新都市脳神経外科病院 佐々木 智 川崎市立川崎病院 

 

  



【 B ブロック（県域：政令指定都市を除く地域に勤務している正会員） 】（届け出順） 

氏名 所属 氏名 所属 

重田 優子 ふれあい平塚ホスピタル 金子 康 湘南わかば苑 

佐藤 慶一 横須賀市立うわまち病院 岩尾 大 AOI 七沢リハビリテーション病院 

藤本 一博 茅ヶ崎新北陵病院 田中 勇人 AOI 七沢リハビリテーション病院 

小泉 雅哉 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院 川辺 均 茅ヶ崎新北陵病院リハビリテーション科 

和田 尚 間中病院 西村 彰紀 湘南鎌倉総合病院 

甲本 夏穂 国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 魚岸 実弦 メンタルホスピタルかまくら山 

杉田 雄大 桜ヶ丘中央病院 初鹿 真樹 アコモケア訪問看護ステーション 

奥原 孝幸 神奈川県立保健福祉大学 石井 政江 
ティー・エイチ・ピー  

メディカルクリニック 

神田 崇央 株式会社 Grant 出口弦舞 国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 

吉本 雅一 湘南鎌倉総合病院 黒木 裕介 葉山ハートセンター 

遠藤 毅 茅ヶ崎新北陵病院 木下 剛 湘陽かしわ台病院 

澤口 勇 訪問看護ステーション レンゲの花 渋江 拓郎 えびな脳神経外科病院 

岡 由紀恵 北小田原病院 谷口 千春 遊びリパーク Lino'a おおば 

山口 拓也 鶴巻温泉病院 小川 拓也 伊勢原協同病院 

飯尾 龍士 ふれあい平塚ホスピタル 安藤 祐紀 
足柄リハビリテーションサービス  

共生型デーサービスセンター Well 

神保 洋平 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校   

 

【 総会日程 】 

１．日 時： 2022年 5月 22 日（日）9:30～11:30 

２．場 所： オンライン 

 

2022 年 5 月 9 日             

選挙管理員会 委員長 池田 公平 

 


