
広島市（令和５年１月末現在）

区名 氏名 所属施設名 所在地 職種
荒　谷　恭　史 荒谷歯科医院 広島市中区大手町2-5-6 歯科医師
山　本　夏　祈 広島赤十字・原爆病院 広島市中区千田町1-9-6 理学療法士
岡　田　美　幸 広島赤十字・原爆病院 訪問看護ステーション 広島市中区千田町1-9-6 看護師
深　江　亜希子 林病院 広島市中区三川町3-8 作業療法士
杉　野　真　司 一ノ瀬病院 広島市中区国泰寺町1-5-11 言語聴覚士
新　開　耕　平 梶川病院 広島市中区東千田町1丁目1番23号 作業療法士
花　園　弘　崇 梶川病院 広島市中区東千田町1-1-23 理学療法士
森　松　千　夏 梶川病院 広島市中区東千田町1-1-23 作業療法士
佐々木　美絵 医療法人社団　田丸整形外科 広島市中区羽衣町2-15 理学療法士
廣　中　理　恵 たかの橋訪問看護ステーション 広島市中区国泰寺町2-3-8 理学療法士
谷　岡　利　子 たかの橋居宅介護支援事業所 広島市中区国泰寺町2-4-18 言語聴覚士
山　村　一　王 たかの橋中央病院 広島市中区国泰寺町2丁目4-16 理学療法士
浅　野　祥　吾 広島市立舟入市民病院 広島市中区舟入幸町14-11 理学療法士
岡　　健太郎 おおうち病院 広島市中区大手町3丁目7-11 作業療法士
片　岡　誠 浜脇整形外科病院 広島市中区大手町4-6-6 理学療法士
林　　知　希 浜脇整形外科リハビリセンター 広島市中区舟入中町11-7 理学療法士
石島　ゆり野 浜脇整形外科リハビリセンター 広島市中区舟入中町11-7 理学療法士
田　中　　優 土谷総合病院 広島市中区中島町3-30 理学療法士
實　延　　靖 介護老人保健施設　葵の園・広島 広島市中区平野町3-8 理学療法士
波　平　佳　宏 介護老人保健施設　葵の園・広島 広島市中区平野町3-8 理学療法士
田　中　拓　治 介護老人保健施設　葵の園・広島 広島市中区平野町3-8 理学療法士
瓜　生　英里奈 介護老人保健施設　葵の園・広島 広島市中区平野町3-8 理学療法士
野　間　綾　乃 介護老人保健施設　葵の園・広島 広島市中区平野町3-8 管理栄養士
中　本　直　樹 介護老人保健施設　葵の園・広島 広島市中区平野町3-8 理学療法士
殿　垣　尚　子 介護老人保健施設　陽だまり 広島市中区国泰寺町２丁目4-18 理学療法士
脇　本　美　絵 介護老人保健施設　陽だまり 広島市中区国泰寺町２丁目4-18 作業療法士
橋　爪　友　香 介護老人保健施設　陽だまり 広島市中区国泰寺町２丁目4-18 言語聴覚士
長　妻　友　和 介護老人保健施設　陽だまり 広島市中区国泰寺町２丁目4-18 理学療法士
馬　塲　　円 介護老人保健施設　陽だまり 広島市中区国泰寺町２丁目4-18 言語聴覚士
植　木　愛　子 介護老人保健施設　陽だまり 広島市中区国泰寺町２丁目4-18 理学療法士
三　宅　孝　史 訪問看護ステーションあすか 広島市中区河原町7-10　第１リヴィエール香川201 作業療法士
川　手　佳　子 訪問看護ステーションあすか 広島市中区河原町7-10-201 作業療法士
小　西　珠　紀 グループホーム舟入 広島市中区舟入川口町17-10 看護師
足　立　由　佳 広島県西部保健所　広島支所 広島市中区基町10番52号（農林庁舎） 歯科衛生士
増　田　一　公 牛田クリニック 広島市東区牛田本町1丁目5-14 理学療法士
阿　河　智　子 牛田クリニック 広島市東区牛田本町1丁目5-14 言語聴覚士
片　山　友　子 牛田クリニック 広島市東区牛田本町1丁目5-14 作業療法士
近　藤　郁　美 牛田クリニック 広島市東区牛田本町1-5-14 理学療法士
梅　田　愛　也 牛田クリニック 広島市東区牛田本町1-5-14 作業療法士
田　頭　優　子 牛田クリニック 広島市東区牛田本町1-5-14 理学療法士
山　根　和　男 牛田クリニック 広島市東区牛田本町1-5-14 理学療法士
佐々木　昭彦 牛田クリニック訪問看護ステーション 広島市東区牛田本町3丁目6-4 理学療法士
菅原　明日菜 牛田クリニック訪問看護ステーション 広島市東区牛田本町3丁目6-4 理学療法士
山　田　勇　一 牛田クリニック訪問看護ステーション 広島市東区牛田本町3丁目6-4 理学療法士
田　中　雄　一 牛田クリニック訪問看護ステーション 広島市東区牛田本町3丁目6-4 作業療法士
山　田　那々恵 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 言語聴覚士
渕　上　敬　二 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
髙　野　眞　紀 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 作業療法士
的　場　敏　子 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 作業療法士
徳　山　弘　樹 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
西　田　祐　也 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 言語聴覚士
陰  岩　　薫 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 言語聴覚士
大　平　沙也加 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 作業療法士
上　本　佳　奈 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
中　村　多　恵 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
沖　見　康　平 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
前　東　宏　紀 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
原　　圭　佑 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
福　田　　啓 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
山　本　怜　奈 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 作業療法士
稲　倉　里　穂 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 作業療法士
安　本　恵　美 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 作業療法士
矢　次　　遼 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
鈴　木　礼　人 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
津　村　美　咲 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
梶　川　紗　恵 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
安　本　有　佑 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 作業療法士
喜　多　歩　美 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 言語聴覚士
河　村　勇　汰 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
平　川　結　衣 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 作業療法士
岩　本　隼　也 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 作業療法士
後　藤　優　介 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 作業療法士
佐　甲　華　澄 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
新　谷　桃　果 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 言語聴覚士
前　田　拓　海 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
川　口　愛　理 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
西　川　紀　香 太田川病院 広島市東区戸坂千足1-21-25 理学療法士
兼　重　剛　志 広島第一病院 広島市東区戸坂南2丁目9-15 作業療法士
石　川　正　春 山﨑病院 広島市東区上温品1-24-9 理学療法士
奥　さゆり 山﨑病院 広島市東区上温品1-24-9 理学療法士
井　出　善　広 おかもと整形外科クリニック 広島市東区温品7-5-26 理学療法士
淺　野　晃　太 おかもと整形外科クリニック 広島市東区温品7-5-26 理学療法士
竹　内　裕　哉 新本クリニック整形外科 広島市東区牛田本町6-1-27　うしたみらいビル5階 理学療法士
本　多　真　理 新本クリニック整形外科 広島市東区牛田本町6-1-27　うしたみらいビル5階 理学療法士
木　村　　綾 おかもとリハビリ訪問看護ステーション 広島市東区温品7-5-12 作業療法士
重　廣　祐　二 おかもとリハビリ訪問看護ステーション 広島市東区温品7-5-12 理学療法士
村　竹　真之介 おかもとリハビリ訪問看護ステーション 広島市東区温品7-5-12 作業療法士
細　野　亮　太 おかもとリハビリ訪問看護ステーション 広島市東区温品7-5-12 理学療法士
光　元　哉　勝 おかもとリハビリ訪問看護ステーション 広島市東区温品7-5-12 作業療法士
重松　奈央未 おかもとリハビリ訪問看護ステーション 広島市東区温品7-5-12 作業療法士
川　本　健太郎 さくらの森訪問看護ステーション 広島市東区曙3丁目3-19 作業療法士
岡﨑　宏次朗 さくらの森訪問看護ステーション 広島市東区曙3丁目3-19 作業療法士
波之平  晃一郎 なぎリハビリ訪問看護ステーション 広島市東区戸坂千足二丁目5-13-203 理学療法士
谷口　小百合 なぎリハビリ訪問看護ステーション 広島市東区戸坂千足二丁目5-13-203 言語聴覚士
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三　次　史　也 なぎリハビリ訪問看護ステーション 広島市東区戸坂千足二丁目5-13-203 理学療法士
西　　幸　一 なぎリハビリ訪問看護ステーション 広島市東区戸坂千足二丁目5-13-203 理学療法士
藤　原　健　志 なぎリハビリ訪問看護ステーション 広島市東区戸坂千足二丁目5-13-203 理学療法士
箱　崎　　茜 なぎリハビリ訪問看護ステーション 広島市東区戸坂千足二丁目5-13-203 理学療法士
本　田　美　咲 なぎリハビリ訪問看護ステーション 広島市東区戸坂千足二丁目5-13-203 作業療法士
杉　村　暁　生 老人保健施設スカイバード 広島市東区福田町3198番地 言語聴覚士
水　口　公　規 広島原爆養護ホーム　神田山やすらぎ園 広島市東区牛田新町1-18-2 理学療法士
新　井　美由紀 ケアウイング曙 広島市東区曙5丁目3番32号　2階 柔道整復師
沖　本　恵　子 デイサービスセンター　ケアウイング曙 広島市東区曙5丁目3番32号　2階 介護福祉士
田　畑　輝　美 デイサービスセンター　ケアウイング曙 広島市東区曙5丁目3番32号　2階 介護福祉士
安　田　剛　郎 デイサービスセンター　ケアウイング曙 広島市東区曙5丁目3番32号 理学療法士
坂井　理奈子 梶谷歯科医院 広島市東区牛田旭1-13-11 歯科医師
坂井　佑花里 梶谷歯科医院 広島市東区牛田旭1-13-11 歯科医師
小柳　賀寿恵 タウン薬局曙店 広島市東区曙1-8-28 管理栄養士
吉　田　純　子 広島県歯科衛生士会 広島市東区二葉の里3丁目2-4-5F 歯科衛生士
石井　のり子 広島県歯科衛生士会 広島市東区二葉の里3丁目2-4 歯科衛生士
藤　川　直　子 広島県歯科衛生士会 広島市東区二葉の里3丁目2-4-5F 歯科衛生士
増　見　香　里 広島県歯科衛生士会 広島市東区二葉の里3丁目2-4-5F 歯科衛生士
福　﨑　美　保 広島県歯科衛生士会 広島市東区二葉の里3丁目2-4-5F 歯科衛生士
芳　谷　伸　二 広島県地域包括ケア推進センター 広島市東区二葉の里3丁目2-3 理学療法士
向　井　枝　有 広島シーサイド病院 広島市南区元宇品町26-20 言語聴覚士
是　高　公　義 広島シーサイド病院 広島市南区元宇品町26-20 理学療法士
森　田　哲　司 あさひ整形外科クリニック 広島市南区旭2-15-18 理学療法士
増　永　　樹 あさひ整形外科クリニック 広島市南区旭2-15-18 理学療法士
錦　織　卓　実 ヒロシマ平松病院 広島市南区比治山本町11-27 理学療法士
近　藤　　篤 ヒロシマ平松病院 広島市南区比治山本町11-27 理学療法士
満　居　隆　行 ヒロシマ平松病院 広島市南区比治山本町11-27 理学療法士
若　岡　美　樹 ヒロシマ平松病院 広島市南区比治山本町11-27 理学療法士
渡　邉　和　彦 ヒロシマ平松病院 広島市南区比治山本町11-27 作業療法士
松　原　健　太 ヒロシマ平松病院 広島市南区比治山本町11-27 理学療法士
松　本　勝　敏 ヒロシマ平松病院 広島市南区比治山本町11-27 理学療法士
阿　部　　巧 ヒロシマ平松病院 広島市南区比治山本町11-27 理学療法士
東　孝太郎 岡田外科医院 広島市南区段原山崎2-9-22 理学療法士
絹　川　裕　次 広島南診療所 広島市南区宇品御幸2-4-7 理学療法士
大　原　　寿 山本整形外科 広島市南区青崎2丁目4-20 理学療法士
平　岡　正　和 のぞみ整形外科スタジアム前クリニック 広島市南区西蟹屋4-8-35 理学療法士
脇　坂　隼　輔 のぞみ整形外科スタジアム前クリニック 広島市南区西蟹屋4-8-35 理学療法士
沖　原　　舞 医療法人社団飛翔会 広島市南区稲荷町3-20 管理栄養士
下　岡　果　林 医療法人社団飛翔会 広島市南区稲荷町3-20 保健師
蛯　江　共　生 医療法人社団飛翔会 広島市南区稲荷町3-20 理学療法士
生　和　淳　樹 寛田クリニック 広島市南区稲荷町3-20　トーレ2階 理学療法士
三　原　龍　人 寛田クリニック 広島市南区稲荷町3-20　トーレ2階 健康運動実践指導者
福　田　大　渡 寛田クリニック 広島市南区稲荷町3-20　トーレ2階 理学療法士
岡　本　正　一 寛田クリニック 広島市南区稲荷町3-20　トーレ2階 理学療法士
中　島　晃　史 寛田クリニック 広島市南区稲荷町3-20　トーレ2階 理学療法士
長谷川　和　寛 寛田クリニック 広島市南区稲荷町3-20　トーレ2階 理学療法士

重　松　希　美 介護老人保健施設　ひうな荘 広島市南区日宇那町30-1
作業療法士
介護支援専門員

森　山　由　香 介護老人保健施設　ひうな荘 広島市南区日宇那町30-1
理学療法士
介護支援専門員

平　岡　志　穂 介護老人保健施設　ひうな荘 広島市南区日宇那町30-1 理学療法士
津　村　　誠 介護老人保健施設　ひうな荘 広島市南区日宇那町30-1 言語聴覚士
三　好　彰　公 介護老人保健施設　洋光台バラ苑 広島市南区向洋新町1-17-17 理学療法士
山　口　　司 介護老人保健施設　洋光台バラ苑 広島市南区向洋新町1-17-17 理学療法士
藤　澤　保　子 介護老人保健施設　洋光台バラ苑 広島市南区向洋新町1-17-17 作業療法士
松　本　芽　依 介護老人保健施設　洋光台バラ苑 広島市南区向洋新町1-17-17 作業療法士
酒　入　由　香 特別養護老人ホーム光清苑 広島市南区出汐2丁目3-46 理学療法士
磯　田　　操 特別養護老人ホーム光清苑 広島市南区出汐2丁目3-46 歯科衛生士
小　幡　育　夫 あいわ在宅療養支援ステーション 広島市南区東雲本町１丁目14番16-1号 理学療法士
黒　住　こころ あいわ在宅療養支援ステーション 広島市南区東雲本町１丁目14番16-1号 理学療法士
坂　口　暁　洋 訪問看護ステーション　みなみ 広島市南区宇品御幸2-4-7 理学療法士
牧　野　健　二 訪問看護ステーションみなみ 広島市南区宇品御幸2-4-7 理学療法士
丸　山　　孝 訪問看護ステーション　ハローナースシーサイド 広島市南区元宇品町26-20 理学療法士
金　子　史　子 広島大学 広島市南区霞1-2-3 作業療法士
窪　　優　子 広島大学病院　診療支援部リハビリテーション部門 広島市南区霞1-2-3 作業療法士
爲國　友梨香 広島大学病院 広島市南区霞1-2-3 作業療法士
小　曳　夏　葉 広島大学病院 広島市南区霞1-2-3 理学療法士
和　田　文　香 広島大学病院 広島市南区霞1-2-3 作業療法士
三　木　恵　美 広島大学大学院医歯薬保健学研究科（保健） 広島市南区霞1-2-3 作業療法士
山　根　伸　吾 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 広島市南区霞1-2-3 作業療法士
高　橋　　真 広島大学大学院医系科学研究科 広島市南区霞1-2-3 理学療法士
西　村　瑠　美 広島大学大学院医系科学研究科 広島市南区霞1-2-3 歯科衛生士
川　手　ひかる 広島大学病院 広島市南区霞1-2-3 作業療法士
仁井谷　善　恵 広島大学 広島市南区霞1-2-3 歯科衛生士
植　田　一　幸　 広島大学病院 広島市南区霞1-2-3 理学療法士
岩　本　義　隆 広島大学 広島市南区霞1-2-3 理学療法士
廣　田　智　弘 広島大病院 広島市南区霞1-2-3 理学療法士
小　野　恭　伸 広島大学医系科学研究科 広島市南区霞1-2-3 理学療法士
橋　本　将　和 デイサービスセンター　エネルギアケア丹那 広島市南区丹那町64-1 理学療法士
田　中　景　子 デイサービスセンター　エネルギアケア丹那 広島市南区丹那町64-1 理学療法士
竹　田　　茂 ホワイト歯科往診クリニック 広島市南区東雲本町1-12-24　1階 歯科医師
桝　上　光　枝 広島県栄養士会 広島市南区皆実町1-6-29　広島県健康福祉センター 管理栄養士
朝　日　綾　子 広島県栄養士会 広島市南区皆実町1-6-29　広島県健康福祉センター 管理栄養士
島　田　和　美 緑風会薬局 広島市南区出汐1-4-3 管理栄養士
遠　藤　慎　也 土谷訪問看護ステーション出汐 広島市南区出汐1丁目7番16号　 作業療法士
髙　垣　志　穂 カルム訪問看護ステーション 広島市南区東霞町6-30-105 言語聴覚士
上　新　　仁 カルム訪問看護ステーション 広島市南区東霞町6-30-105 作業療法士
北　冨　麻　衣 ルピナス訪問看護ステーション 広島市南区皆実町4丁目2-22-306 理学療法士
平　岩　紘　一 広島厚生病院 広島市南区仁保新町1-5-13 理学療法士
今　田　直　樹 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 作業療法士
佐　藤　優　子 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
水　戸　裕　香 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 言語聴覚士
岩　田　　学 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
鈴　川　剛　弘 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 作業療法士
原　田　真知子 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 言語聴覚士
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区名 氏名 所属施設名 所在地 職種
木　村　隼　人 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
藏　田　裕　子 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
瀧　　慎　伍 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
濵砂　久美子 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
清　谷　香　織 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 作業療法士
村方　裕実子 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 作業療法士
友利　麻衣子 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 言語聴覚士
中　原　幸　恵 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
石　井　孝　幸 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
土　井　貴　詔 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
福　山　大　樹 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
渦　輪　祐美子 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
町　野　　綾 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
末　平　将　也 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北２丁目８－７ 理学療法士
岩　本　優　士 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北２丁目８－７ 作業療法士
溝上　由香梨 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 管理栄養士
福　田　彩　加 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2-8-7 作業療法士
池　永　知　子 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2-8-7 管理栄養士
沖川　佳奈枝 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
溝　口　淳　美 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 言語聴覚士
柚　木　　茜 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
山　品　裕　香 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 理学療法士
下垣内　稔治 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 作業療法士
財　官　里　帆 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 作業療法士
二井谷　望　美 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 作業療法士
中　脇　立　樹 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 作業療法士
池　元　朱　音 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 作業療法士
三　浦　佳　奈 荒木脳神経外科病院 広島市西区庚午北2丁目8-7 作業療法士
山　口　雅　子 広島パークヒル病院 広島市西区田方2丁目16-45 理学療法士
小　川　堅　吾 広島パークヒル病院 広島市西区田方2丁目16-45 理学療法士
向　井　隆　人 広島パークヒル病院 広島市西区田方2丁目16-45 理学療法士
松　重　裕　史 広島パークヒル病院 広島市西区田方2丁目16-45 理学療法士
鍵　元　崇　哉 広島パークヒル病院 広島市西区田方2丁目16-45 理学療法士
中　村　淑　仲 広島パークヒル病院 広島市西区田方2丁目16-45 作業療法士
白　木　和　宏 広島パークヒル病院 広島市西区田方２丁目16-45 理学療法士
森　田　智　美 広島パークヒル病院・西広島幸楽苑 広島市西区田方2丁目16-45 理学療法士
渡　井　友　梨 広島パークヒル病院 広島市西区田方2丁目16-45 理学療法士
橋　本　圭　司 広島パークヒル病院 広島市西区田方2丁目16-45 作業療法士
橋　本　勇　哉 広島パークヒル病院 広島市西区田方2丁目16-45 理学療法士
神　田　悠　平 福島生協病院 広島市西区福島町1丁目24-7 理学療法士
山　崎　菜　月 福島生協病院 広島市西区福島町1-24-7 言語聴覚士
中　村　玲　子 福島生協病院 広島市西区福島町1-24-7 作業療法士
椎　野　直　子 福島生協病院 広島市西区福島町1-24-7 理学療法士
堀　　智　成 福島生協病院 広島市西区福島町1-24-7 理学療法士
井出本　裕貴 福島生協病院 広島市西区福島町1-24-7 理学療法士
中　井　香　織 福島生協病院 広島市西区福島町1丁目24-7 理学療法士
髙　東　祐　太 福島生協病院 広島市西区福島町1-24-7 理学療法士
爲　廣　由　季 福島生協病院 広島市西区福島町1-24-7 理学療法士
田　邉　　輝 福島生協病院 広島市西区福島町1-24-7 理学療法士
横　尾　　円 福島生協病院 広島市西区福島町1-24-7 言語聴覚士
八　木　朋　恵 福島生協病院 広島市西区福島町1-24-7 言語聴覚士
脇 　菜穂子 力田病院 広島市西区鈴が峰町14番20号 理学療法士
南　　賢　児 力田病院 広島市西区鈴が峰町14番20号 理学療法士
水　口　　圭 力田病院 広島市西区鈴が峰町14番20号 理学療法士
松　本　菜　美 力田病院 広島市西区鈴が峰町14番20号 言語聴覚士
大久保　利彦 力田病院 広島市西区鈴が峰町14番20号 理学療法士
豊　田　敬　一 力田病院 広島市西区鈴が峰町14番20号 作業療法士
坂　本　和　子 もりかわ歯科クリニック 広島市西区古江西町1-2 歯科衛生士
中　村　安　那 福永歯科医院 広島市西区南観音1丁目11-38 歯科衛生士
住田　ちひろ 石田内科 広島市西区己斐上2丁目11-3 理学療法士
日　當　泰　彦 落久保外科循環器内科クリニック 広島市西区己斐本町3-2-8 理学療法士
江　本　啓　嗣 落久保外科循環器内科クリニック 広島市西区己斐本町3-2-8 理学療法士
鯉　渕　直　子 落久保外科循環器内科クリニック 広島市西区己斐本町3-2-8 作業療法士
廣　田　洋　一 コールメディカルクリニック広島 広島市西区古田台2丁目12-9 作業療法士
山　田　亜紀子 コールメディカルクリニック広島 広島市西区古田台2丁目12-9 言語聴覚士
馬　上　泰次郎 コールメディカルクリニック広島 広島市西区古田台2丁目12-9 理学療法士
中　村　　稔 コールメディカルクリニック広島 広島市西区古田台2丁目12-9 理学療法士
島谷　由布子 コールメディカルクリニック広島 広島市西区古田台2-12-9 言語聴覚士
京　　由　佳 コールメディカルクリニック広島 広島市西区古田台2-12-9 作業療法士
井　林　由　美 コールメディカルクリニック広島 広島市西区古田台2-12-9 言語聴覚士
廣　田　瑞　貴 コールメディカルクリニック広島 広島市西区古田台2-12-9 作業療法士
児　玉　　努 コールメディカルクリニック広島 広島市西区古田台2-12-9 作業療法士
中　村　優　里 コールメディカルクリニック広島 広島市西区古田台2-12-9 作業療法士
佐　次　和　弘 介護老人保健施設　西広島幸楽苑 広島市西区田方2丁目16-45 作業療法士
島　田　梨恵子 介護老人保健施設　西広島幸楽苑 広島市西区田方2丁目16-45 言語聴覚士
小　幡　美　郷 介護老人保健施設　西広島幸楽苑 広島市西区田方2丁目16-45 作業療法士
菊　池　　進 介護老人保健施設　三滝ひまわり 広島市西区三滝本町二丁目13番34-2 理学療法士
浦　辺　直　子 介護老人保健施設　三滝ひまわり 広島市西区三滝本町二丁目13番34-2 理学療法士
曽　根　万　理 介護老人保健施設　三滝ひまわり 広島市西区三滝本町二丁目13番34-2 理学療法士
奥　田　　彩 介護老人保健施設　三滝ひまわり 広島市西区三滝本町二丁目13番34-2 作業療法士
佐々木　由紀子 介護老人保健施設　三滝ひまわり 広島市西区三滝本町二丁目13番34-2 理学療法士
酒　井　朋　之 介護老人保健施設　三滝ひまわり 広島市西区三滝本町二丁目13番34-2 理学療法士
大　野　武　士 介護老人保健施設　ピア観音 広島市西区観音新町1丁目7-40 理学療法士
有　坂　尚　子 介護老人保健施設　ピア観音 広島市西区観音新町1丁目7-40 作業療法士
岡　本　美　里 介護老人保健施設　ピア観音 広島市西区観音新町1丁目7-40 作業療法士
髙　桑　靖　亮 介護老人保健施設　ピア観音 広島市西区観音新町1丁目7-40 言語聴覚士
堀　井　優　希 介護老人保健施設　ピア観音 広島市西区観音新町1丁目7-40 管理栄養士
富　永　祐　子 介護老人保健施設　ピア観音 広島市西区観音新町1丁目7-40 作業療法士
中　尾　孝　久 介護老人保健施設　ピア観音 広島市西区観音新町1丁目7-40 作業療法士
桐　本　由　子 介護老人保健施設　ピア観音 広島市西区観音新町1丁目7-40 作業療法士
檀　　万由子 介護老人保健施設　ピア観音 広島市西区観音新町1丁目7-40 作業療法士
小　野　誠　三 訪問看護ステーション　リライフ井口 広島市西区井口5丁目35-6-202 作業療法士
中　村　　翔 訪問看護ステーション　リライフ井口 広島市西区井口5丁目35-6-202 理学療法士
竹　藤　雅　章 訪問看護ステーション　リライフ井口 広島市西区井口5丁目35-6-202 理学療法士
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山　田　剛　志 訪問看護ステーション　リライフ井口 広島市西区井口5丁目35-6-202 理学療法士
中　山　景　都 訪問看護ステーション　リライフ井口 広島市西区草津南3-7-13 言語聴覚士
松　本　　強 訪問看護ステーション　リライフ井口 広島市西区草津南3-7-13 理学療法士
高　瀬　　恵 訪問看護ステーション　リライフ井口 広島市西区草津南3-7-13 理学療法士
武　田　友　樹 訪問看護ステーション　リライフ井口 広島市西区草津南3-7-13 理学療法士
立　畠　徹 訪問看護ステーション　リライフ井口 広島市西区草津南3-7-13 言語聴覚士
木　元　美也子 訪問看護リハビリステーション　ひなた庚午 広島市西区高須1-11-19 言語聴覚士
林　下　智　惠 訪問看護リハビリステーション　ひなた庚午 広島市西区高須1-11-19 理学療法士
浅　井　直　樹 訪問看護リハビリステーション　ひなた庚午 広島市西区高須1-11-19 理学療法士
梶　原　大　輔 訪問看護リハビリステーション　ひなた庚午 広島市西区高須1-11-19 理学療法士
土　田　順　子 訪問看護リハビリステーション　ひなた庚午 広島市西区高須1-11-19 作業療法士
有　田　洋　康 訪問看護リハビリステーション　ひなた庚午 広島市西区高須1-11-19 作業療法士
中　平　彩　葉 訪問看護リハビリステーション　ひなた庚午 広島市西区高須1-11-19 理学療法士
吉　田　拡　貴 訪問看護リハステーション　さくら 広島市西区井口2-19-42　舩倉ビル101号 理学療法士
沖井　優美香 訪問看護リハステーション　さくら 広島市西区井口2-19-42　舩倉ビル101号 作業療法士
山　田　淳　司 訪問看護リハステーション　さくら 広島市西区井口2-19-42　舩倉ビル101号 理学療法士
長　尾　拓　也 訪問看護ステーション　ながさき 広島市西区横川新町3-11 理学療法士
竹　本　翔　那 訪問看護ステーション　ながさき 広島市西区横川新町3-11 理学療法士
梶　川　千　尋 長崎病院 広島市西区横川新町3-11 言語聴覚士
角　田　達　彦 ツノダ歯科三篠横川クリニック 広島市西区三篠町2-5-10 歯科医師
角　田　智　子 ツノダ歯科三篠横川クリニック 広島市西区三篠町2-5-10 歯科医師
日　野　真　理 訪問看護ステーション　生協コスモス 広島市西区観音町16-19 理学療法士
中村　貴美子 訪問看護ステーション　生協コスモス 広島市西区観音町16-19 理学療法士
久　永　伸　一 訪問看護ステーション　生協コスモス 広島市西区観音町16-19 理学療法士
山　岡　聡 訪問看護ステーション生協コスモス 広島市西区観音町16－19 理学療法士
熱　田　良　介 訪問看護ステーション　りらっくすバンビ 広島市西区井口台2-21-11　２階 作業療法士
砂　堀　仁　志 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 理学療法士
矢　田　かおり 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 作業療法士
橋　本　貴　正 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 理学療法士
柏　田　孝　志 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 言語聴覚士
三　浦　勇　人 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 言語聴覚士
板　橋　史　典 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 作業療法士
澄　田　早　織 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 言語聴覚士
中　井　隆　志 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 理学療法士
立　岩　康　治 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1-39-1 理学療法士
重　松　邦　彦 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1-39-1 理学療法士
宮　田　淳　志 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1-39-1 作業療法士
瓜兼　由紀子 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 言語聴覚士
今野　真由子 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 言語聴覚士
大　野　萌　子 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 言語聴覚士
園　山　　健 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 作業療法士
日　下　千　春 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 理学療法士
三　浦　優　希 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 理学療法士
松　本　政　子 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 管理栄養士
日　下　　尚 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 言語聴覚士
進　　雄　平 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 作業療法士
岡　崎　航　平 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 理学療法士
三　浦　紀　典 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 理学療法士
牛　尾　真　也 広島市立リハビリテーション病院 広島市安佐南区伴南1丁目39-1 作業療法士
藤　田　瑠　藍 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8丁目29-24 作業療法士
兼　田　健　一 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8丁目29-24 理学療法士
山　本　辰　也 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8丁目29-24 理学療法士
影　田　博　臣 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8丁目29-24 理学療法士
田　中　さくら ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8丁目29-24 言語聴覚士
影　山　幸　成 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8丁目29番24号 作業療法士
荒　木　真　未 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8丁目29番24号 言語聴覚士
中　井　理映子 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8丁目29番24号 言語聴覚士
前重　ちひろ ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 理学療法士
多　田　亮　一 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8丁目29-24 作業療法士
米　田　一　彦 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 理学療法士
信　井　健　太 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 理学療法士
中　島　弘　貴 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 作業療法士
西　本　彩　音 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 作業療法士
益　本　千　富 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 作業療法士
小　川　美　月 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 理学療法士
小　川　はるな ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 理学療法士
岡　崎　泰　伸 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 作業療法士
行　㫖　恵　子 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 理学療法士
山　崎　　凌 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 作業療法士
白　石　　遼 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 理学療法士
倉　橋　真　由 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 理学療法士
向　井　　優 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 作業療法士
大　野　香　澄 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 理学療法士
則　直　勇　人 ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原8-29-24 作業療法士
住　田　詩　織 日比野病院 広島市安佐南区伴東7-9-2 作業療法士
中　村　健　作 日比野病院 広島市安佐南区伴東7-9-2 作業療法士
兒　玉　健太朗 日比野病院 広島市安佐南区伴東7-9-2 作業療法士
森　迫　優太郎 日比野病院 広島市安佐南区伴東7-9-2 作業療法士
濵　井　万　穂 日比野病院 広島市安佐南区伴東7-9-2 作業療法士
久　保　晃　紀 日比野病院 広島市安佐南区伴東7丁目9-2 作業療法士
助　金　　淳 日比野病院 広島市安佐南区伴東7-9-2 作業療法士
沖　本　　強 日比野病院 広島市安佐南区伴東7-9-2 理学療法士
佐　藤　大　介 日比野病院 広島市安佐南区伴東7-9-2 理学療法士
原　　大　輔 日比野病院 広島市安佐南区伴東7-9-2 理学療法士
和　田　行　宏 日比野病院 広島市安佐南区伴東7-9-2 作業療法士
新　居　拓　也 広島共立病院 広島市安佐南区中須2丁目20-20 理学療法士
中　本　健　司 広島共立病院 広島市安佐南区中須2-20-20 作業療法士
谷　口　雄　一 広島共立病院 広島市安佐南区中須2-20-20 理学療法士
尾　方　恵　子 広島共立病院 広島市安佐南区中須2-20-20 理学療法士
中　岡　奈　美 広島共立病院 広島市安佐南区中須2丁目20-20 言語聴覚士
村　尾　竜　次 サカ緑井病院 広島市安佐南区緑井6-28-1 理学療法士
坂　ゆ　か　り サカ緑井病院 広島市安佐南区緑井6-28-1 理学療法士
野　木　有　子 野村病院 広島市安佐南区祇園2-42-14 理学療法士
阿　部　悠　治 野村病院 広島市安佐南区祇園2-42-14 作業療法士
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林　小夜香 野村病院 広島市安佐南区祇園2-42-14 言語聴覚士
竹　丸　雅　子 野村病院 広島市安佐南区祇園2-42-14 作業療法士
野　上　健　太 デイケアたまゆら 広島県広島市安佐南区祇園2-12-19 理学療法士
筑　城　昌　浩 デイケアたまゆら 広島県広島市安佐南区祇園2-12-19 作業療法士
上　野　恵　理 広島さくら整形外科 広島市安佐南区相田2丁目5-18 理学療法士
小羽田　敦　正 こはだ歯科医院 広島市安佐南区中筋3-27-16 歯科医師
加　島　弘　之 かしま歯科 広島市安佐南区大町西1-4-38 歯科医師
片　山　　淳 片山歯科医院 広島市安佐南区上安6-26-1 歯科医師
藪　健一郎 亀宝歯科医院 広島市安佐南区祇園2丁目31-16-1 歯科医師
木　村　　舞 介護老人保健施設　希望の園 広島市安佐南区八木5丁目16-2 理学療法士

　和　丈　敦 介護老人保健施設　希望の園 広島市安佐南区八木5丁目16-2 理学療法士
草　野　賢　士 介護老人保健施設　希望の園 広島市安佐南区八木5丁目16-2 作業療法士
広　重　三奈子 一般社団法人安佐医師会 広島市安佐南区八木5-35-2 作業療法士
香　川　真理子 介護老人保健施設とやま 広島市安佐南区沼田町吉山980-1 理学療法士
森　　淳　平 介護老人保健施設とやま 広島市安佐南区沼田町吉山980-1 作業療法士
佐々木　健二 介護老人保健施設とやま 広島市安佐南区沼田町吉山980-1 理学療法士
鈴　木　深　雪 介護老人保健施設とやま 広島市安佐南区沼田町吉山980-1 理学療法士
佐々木　恵　子 介護老人保健施設とやま 広島市安佐南区沼田町吉山980－1 理学療法士
楠　　友　博 訪問看護ステーションかがやき 広島市安佐南区西原4-3-21-102 作業療法士
中　野　敬　子 訪問看護ステーションかがやき 広島市安佐南区西原4-35-21-102 理学療法士
沖　田　　愛 訪問看護ステーションかがやき 広島市安佐南区西原4丁目35-21-102 言語聴覚士
影山　美奈枝 訪問看護ステーションかがやき 広島市安佐南区西原4-35-21 理学療法士
田　尾　良　恵 土谷訪問看護ステーション大町 広島市安佐南区大町東2-7-24 理学療法士
信　岡　直　行 土谷訪問看護ステーション大町 広島市安佐南区大町東2-7-24 作業療法士
平　川　幹　也 土屋訪問看護ステーション大町 広島市安佐南区大町東2-7-24 理学療法士
武　田　修　治 リハビリ訪問看護ステーション　のの花 広島市安佐南区伴南5-14-30 理学療法士
山　本　英　世 リハビリ訪問看護ステーション　のの花 広島市安佐南区伴南5-14-30 作業療法士
松　下　和　美 リハビリ訪問看護ステーション　のの花 広島市安佐南区伴南5-14-30 作業療法士
菅　原　道　俊 ＩＧＬ訪問看護ステーション 広島市安佐南区上安6-31-1 理学療法士
有　坂　英　樹 ＩＧＬ訪問看護ステーション 広島市安佐南区上安6-31-1 理学療法士
加　藤　英　記 エコール訪問看護ステーション 広島市安佐南区大町東1丁目19-43 理学療法士
杉　田　直　弥 エコール訪問看護ステーション 広島市安佐南区大町東1-19-43 作業療法士
野村　利佳子 メリィハウス西風新都 広島市安佐南区大塚西3-2-9 理学療法士
上　川　紀　道 広島都市学園大学 広島市安佐南区大塚東3-2-1 理学療法士
髙　島　千　敬 広島都市学園大学 広島市安佐南区大塚東3-2-1 作業療法士
野　坂　寿　子 医療法人ユア・メディックよりしま内科外科医院 広島市安佐南区祇園６丁目21-16 理学療法士
平　岩　和　美 広島都市学園大学 広島市安佐南区大塚東3-2-1 理学療法士
石　倉　英　樹 広島都市学園大学 広島市安佐南区大塚東3-2-1 理学療法士
平　尾　　文 広島都市学園大学 広島市安佐南区大塚東3-2-1 作業療法士
堀　田　寛　史 緑井整形外科人工関節センター 広島市安佐南区緑井6-35-1 理学療法士
網　本　修　星 介護老人保健施設ベルローゼ 広島市安佐南区上安6-31-1 作業療法士
岡　本　和　夫 老人保健施設　しんあい 広島市安佐南区伴東７丁目9-3 理学療法士
重　松　空　美 タウン薬局安東店 広島市安佐南区安東2-10-2 薬剤師
上　村　富士子 小規模多機能ホームなのか 広島市安佐南区古市3-4-5 看護師
木　村　美　恵 すみれ歯科クリニック 広島市安佐南区八木2丁目6-39-7 歯科衛生士
宮　野　敦　子 特別養護老人ホーム　春日野園 広島市安佐南区山本新町2丁目18番9-14号 言語聴覚士
河　原　奈　津 ゆかり歯科クリニック 広島市安佐南区川内3-1-23 歯科衛生士
早乙女　裕　彦 さおとめ歯科医院 広島市安佐南区西原2-11-8 第4森下ビル101 歯科医師
木　元　はづき ミモザ歯科 広島市安佐南区西原1-11-10 歯科衛生士
日　笠　由　美 - - 歯科衛生士
長　尾　隆　宏 高陽整形外科クリニック 広島市安佐北区口田南8丁目14-13 理学療法士
井　手　優　貴 高陽整形外科クリニック 広島市安佐北区口田南8丁目14-13 理学療法士
藤　本　哲　弥 高陽整形外科クリニック 広島市安佐北区口田南8丁目14-13 理学療法士
熊　田　健　司 二宮内科 広島市安佐北区可部5丁目14-16 理学療法士
安　藤　千　晶 二宮内科　デイケアセンターなごみ 広島市安佐北区可部5丁目14-16 言語聴覚士
元　榮　啓　貴 中岡内科デイケアそよかぜ 広島市安佐北区可部南2丁目14-14 作業療法士
佐久間　信　彦 さくま小児歯科クリニック 広島市安佐北区可部南2-2-5-105 歯科医師
平　川　　耐 可部訪問看護ステーションなずな 広島市安佐北区可部5丁目9-3 理学療法士
山本　有紀恵 特別養護老人ホーム　なごみの郷 広島市安佐北区落合南196-1 言語聴覚士
上　田　有　希 特別養護老人ホーム山まゆ 広島市安佐北区大林町162-2 作業療法士
梶　原　宣　志 特別養護老人ホーム山まゆ 広島市安佐北区大林町162-2 作業療法士
竹　原　佑　輔 デイサービスセンター山まゆ 広島市安佐北区大林町162-2 作業療法士
上　田　千　絵 デイサービスセンターみくに 広島市安佐北区安佐町久地3240-65 理学療法士
小鷹狩　俊文 高陽ニュータウン病院 広島市安佐北区亀崎4丁目7-1 作業療法士
片　山　信　喜 高揚ニュータウン病院 広島市安佐北区亀崎4丁目7-1 理学療法士
中　村　夏　実 老人保健施設　さんさん高陽 広島市安佐北区亀崎4丁目7-1 理学療法士
西　川　雅　代 老人保健施設　さんさん高陽 広島市安佐北区亀崎4丁目7-1 理学療法士
新　居　靖　弘 老人保健施設　さんさん高陽 広島市安佐北区亀崎4丁目7-1 理学療法士
原　　知　也 老人保健施設　さんさん高陽 広島市安佐北区亀崎4丁目7-1 理学療法士
松　浦　宏　紀 老人保健施設　さんさん高陽 広島市安佐北区亀崎4丁目7-2 理学療法士
峠　　文　子 友愛薬局 広島市安佐北区可部5-4-21 薬剤師
穐　田　　肇 山﨑歯科医院 広島市安佐北区可部5-15-33 歯科医師
赤　穴　悦　子 広島県歯科衛生士会 広島市安佐北区口田南二丁目23-29 歯科衛生士
村　川　善　子 あざみクリニック 広島市安佐北区白木町大字井原1309-2 歯科衛生士
小笹　裕次郎 高陽ニュータウン病院 広島市安佐北区亀崎4丁目7-1 理学療法士
松　村　大　輔 高陽ニュータウン病院 広島市安佐北区亀崎4丁目7-1 理学療法士
木　下　雄　介 高陽ニュータウン病院 広島市安佐北区亀崎4丁目7-1 理学療法士
黒　瀬　亜　矢 高陽ニュータウン病院 広島市安佐北区亀崎4丁目7-1 理学療法士
髙　松　咲　歩 高陽ニュータウン病院 広島市安佐北区亀崎4丁目7-1 理学療法士
織　田　健　司 日本基準寝具株式会社　エコール・デイ高陽 広島市安佐北区亀崎1-2-33 作業療法士
常　川　幸　生 安芸市民病院 広島市安芸区畑賀二丁目14-1 理学療法士
澄　川　達　也 安芸市民病院 広島市安芸区畑賀二丁目14-1 理学療法士
藤　井　佳　恵 安芸市民病院 広島市安芸区畑賀2-14-1 作業療法士
榎　田　良　平 安芸市民病院 広島市安芸区畑賀2-14-1 理学療法士
染　谷　雅　枝 安芸市民病院 広島市安芸区畑賀2-14-1 作業療法士
宮原　はるみ 安芸市民病院 広島市安芸区畑賀2-14-1 作業療法士
堀　井　圭　子 特別養護老人ホーム瀬野川ホーム 広島市安芸区中野東２丁目３４番１号 作業療法士
小　丸　幸　太 介護老人保健施設　りは・くにくさ 広島市安芸区阿戸町485番地1 作業療法士
片　岸　まどか 介護老人保健施設　りは・くにくさ 広島市安芸区阿戸町485番地1 作業療法士
蔵　重　雄　基 はたのリハビリ整形外科 広島市安芸区中野5-13-30 理学療法士
清　水　麻　美 はたのリハビリ整形外科 広島市安芸区中野5-13-30 理学療法士
青　野　沙　紀 はたのリハビリ整形外科 広島市安芸区中野5-13-30 理学療法士
松　永　康　平 はたのリハビリ整形外科 広島市安芸区中野5-13-30 理学療法士
大　木　直　幸 はたのリハビリ整形外科 広島市安芸区中野5-13-30 理学療法士
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清　水　葵　衣 はたのリハビリ整形外科 広島市安芸区中野5-13-30 理学療法士
砂　田　桃　香 はたのリハビリ整形外科 広島市安芸区中野5-13-30 理学療法士
佐　川　絵　美 老人保健施設せのがわ 広島市安芸区中野6丁目8-2 理学療法士
下　東　未　佳 老人保健施設せのがわ 広島市安芸区中野6丁目8-2 作業療法士
大　原　智　之 老人保健施設せのがわ 広島市安芸区中野6丁目8-2 作業療法士
北　島　眞由美 老人保健施設せのがわ 広島市安芸区中野6丁目8-2 理学療法士
片　山　　稜 老人保健施設せのがわ 広島市安芸区中野6丁目8-2 理学療法士
兼　平　直　人 老人保健施設せのがわ 広島市安芸区中野6丁目8-2 理学療法士
木　本　健　太 老人保健施設せのがわ 広島市安芸区中野6丁目8-2 理学療法士
宮　原　瑞　貴 老人保健施設せのがわ 広島市安芸区中野6丁目8-2 作業療法士
江　種　舞　奈 老人保健施設せのがわ 広島市安芸区中野6丁目8-2 作業療法士
前　田　裕　香 老人保健施設せのがわ 広島市安芸区中野6丁目8-2 理学療法士
兼　平　明　子 老人保健施設せのがわ 広島市安芸区中野6丁目8-2 作業療法士
守　下　尚　利 訪問看護ステーションアルファ矢野 広島市安芸区矢野南5-16-20-506 理学療法士
岡　　光　孝 西広島リハビリテーション病院 広島市佐伯区三宅6-265 作業療法士
田　中　直次郎 西広島リハビリテーション病院 広島市佐伯区三宅6-265 理学療法士
本　田　賢次郎 西広島リハビリテーション病院 広島市佐伯区三宅6-265 理学療法士
新　　博　美 西広島リハビリテーション病院 広島市佐伯区三宅6-265 理学療法士
白　岡　幸　子 西広島リハビリテーション病院 広島市佐伯区三宅6-265 作業療法士
今　橋　郁　美 西広島リハビリテーション病院 広島市佐伯区三宅6-265 言語聴覚士
丸　田　佳　克 西広島リハビリテーション病院 広島市佐伯区三宅6-265 理学療法士
重　川　由　香 西広島リハビリテーション病院 広島市佐伯区三宅6-265 言語聴覚士
上　森　奨　悟 西広島リハビリテーション病院 広島市佐伯区三宅6-265 作業療法士
渡　邉　光　子 西広島リハビリテーション病院 広島市佐伯区三宅6-265 言語聴覚士
福　江　　亮 西広島リハビリテーション病院 広島市佐伯区三宅6-265 理学療法士
五　島　史　歩 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
石　丸　典　久 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
森　廣　史　穂 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 作業療法士
相　川　隆　行 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
住　田　龍　一 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
杉　山　友　哉 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 作業療法士
石　田　修　一 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
久　保　絵実菜 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
今　田　有　哉 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 作業療法士
吉　田　優　子 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 言語聴覚士
真　鍋　伸　吾 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 作業療法士
松　原　　彰 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 作業療法士
江　藤　真　二 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
米　田　真理子 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 作業療法士
箕　田　麻里枝 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 作業療法士
岩　谷　承　伯 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
長谷川　竜太 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 言語聴覚士
井上　香南子 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
田　口　佳　美 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 作業療法士
伊　佐 梨　櫻 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 言語聴覚士
今　田　千　愛 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6　 作業療法士
池　本　康　二 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6　 言語聴覚士
山　本　  萌 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6　 理学療法士
酒　井　梨　華 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6　 言語聴覚士
下　西　京　子 広島グリーンヒル病院 広島市佐伯区五日市町下河内188-6　 作業療法士
大内田　友　規 五日市記念病院 広島市佐伯区倉重1-95 理学療法士
宍　戸　健一郎 五日市記念病院 広島市佐伯区倉重1-95 理学療法士
佐々田　由　喜 五日市記念病院 広島市佐伯区倉重1-95 作業療法士
佐　藤　陽　介 五日市記念病院 広島市佐伯区倉重1-95 作業療法士
磯　部　朋　美 五日市記念病院 広島市佐伯区倉重1-95 管理栄養士
笹　谷　奈緒美 ナカムラ病院 広島市佐伯区坪井3-181-1 理学療法士
山　木　雅　博 原田病院 広島市佐伯区海老山町7-10 作業療法士
堀　江　春　奈 原田病院 広島市佐伯区海老山町7-10 理学療法士
佐　藤　誠　亮 和光整形外科クリニック 広島市佐伯区八幡東２丁目28-8-7 理学療法士
能　宗　知　秀 和光整形外科クリニック 広島市佐伯区八幡東２丁目28-8-7 理学療法士
濱　田　和　明 和光整形外科クリニック 広島市佐伯区八幡東２丁目28-8-7 理学療法士
岡　田　泰　示 和光整形外科クリニック 広島市佐伯区八幡東２丁目28-8-7 理学療法士
田　中　一　学 和光整形外科クリニック 広島市佐伯区八幡東２丁目28-8-7 理学療法士
柳　原　　稔 和光整形外科クリニック 広島市佐伯区八幡東２丁目28-8-7 理学療法士
山　木　千　晶 生協さえき病院 広島市佐伯区八幡東3-11-29 言語聴覚士
田　中　啓　子 平尾クリニック 広島市佐伯区五日市駅前1丁目11-39 理学療法士
三　上　貴　弘 平尾クリニック 広島市佐伯区五日市駅前1丁目11-39 理学療法士
中　村　　凌 平尾クリニック 広島市佐伯区五日市駅前1丁目11-39 理学療法士
中　村　朋　朗 福原リハビリテーション整形外科・内科医院 広島市佐伯区海老町2-9-22 理学療法士
中　島　幸　生 のぞみ整形外科ヒロシマ 広島市佐伯区利松3-6-30 理学療法士
松　田　拓　夢 介護老人保健施設五日市幸楽苑 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
北　山　亮　太 介護老人保健施設五日市幸楽苑 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
増　田　雄　大 介護老人保健施設五日市幸楽苑 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
武　田　さゆり 介護老人保健施設五日市幸楽苑 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 作業療法士
藤　田　真　純 介護老人保健施設五日市幸楽苑 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 作業療法士
田　中　功　太 介護老人保健施設五日市幸楽苑 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
尾　濱　典　恵 介護老人保健施設五日市幸楽苑 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
葉　杖　聖　子 介護老人保健施設湯来まつむら 広島市佐伯区湯来町白砂590番地 作業療法士
福　井　　徹 介護老人保健施設湯来まつむら 広島市佐伯区湯来町白砂590番地 理学療法士
橋　本　翔　太 介護老人保健施設湯来まつむら 広島市佐伯区湯来町白砂590 理学療法士
中　村　萌　子 介護老人保健施設まいえ 広島市佐伯区坪井3-181-1 理学療法士
中　田　まゆみ 介護老人保健施設まいえ 広島市佐伯区坪井3-181-1 作業療法士
隴　本　躍　子 介護老人保健施設まいえ 広島市佐伯区坪井3-181-1 理学療法士
山　口　菜　緒 介護老人保健施設まいえ 広島市佐伯区坪井3-181-1 理学療法士
笠　岡　里　桜 介護老人保健施設まいえ 広島市佐伯区坪井3-181-1 作業療法士
羽　生　悦　美 介護老人保健施設花の丘 広島市佐伯区三宅6丁目265番地 言語聴覚士
時　光　桂　太 特別養護老人ホーム　五日市あかり園 広島市佐伯区五日市町下河内591-1 理学療法士
永　井　直　子 特別養護老人ホーム　陽光の家 広島市佐伯区三宅6-105 管理栄養士
嶋　田　利　恵 介護医療院ひいろ 広島市佐伯区坪井三丁目818-1 言語聴覚士
谷　川　　渉 土谷訪問看護ステーション佐伯 広島市佐伯区美の里1丁目4番21号 作業療法士
中　村　理　奈 土谷訪問看護ステーション佐伯 広島市佐伯区美の里1丁目4番21号 作業療法士
仲　山　大　輔 土谷訪問看護ステーション佐伯 広島市佐伯区美の里1丁目4番21号 作業療法士
小　川　洋　一 土谷訪問看護ステーション佐伯 広島市佐伯区美の里1丁目4番21号 理学療法士
森川　奈津江 訪問看護ステーション　ハローナース五日市 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 作業療法士
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区名 氏名 所属施設名 所在地 職種
中山　美恵子 訪問看護ステーション　ハローナース五日市 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 理学療法士
原　眞里亜 まつむら訪問看護ステーション 広島市佐伯区楽々園2-2-19 理学療法士
南　浦　美　保 まつむら訪問看護ステーション 広島市佐伯区楽々園2-2-19 理学療法士
花　本　里　佳 湯来訪問看護ステーション 広島市佐伯区湯来町和田333 理学療法士
遠　藤　由　佳 佐伯地区医師会湯来訪問看護ステーション 広島市佐伯区湯来町和田333 作業療法士
朝　原　功　介 訪問看護ステーション　コープ五日市 広島市佐伯区千同1-25-36 理学療法士
原　谷　佳　樹 日域整形外科クリニック 広島市佐伯区五日市駅前1-5-18-201 理学療法士
江　藤　美沙子 五日市幸楽苑　通所リハビリ 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 作業療法士
行　廣　　孝 訪問看護ステーション　ファイネス 広島市佐伯区楽々園3-2-18 理学療法士


