
第１区代議員選挙結果（50音順）

No. 氏名 所属 立場／職種
1 桂　律也 クラーク病院  
2 金城　正治 秋田大学  
3 工藤　俊輔 秋田大学 名誉教授
4 慶徳　民夫 山形県立保健医療大学 OT/教育
5 鷹觜　悦子 いわてリハビリテーションセンター ＯＴ
6 高橋　恵一 秋田大学大学院医学系研究科 ＯＴ
7 竹島　久志 仙台高等専門学校 教育
8 田中　栄一 国立療養所　八雲病院
9 西村　重男 北海道立心身障害者総合相談所 エンジニア
10 平川　裕一 弘前大学大学院保健学研究科 ＯＴ
11 増子　千景 WILD GATE エンジニア
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第２区代議員選挙結果（50音順）

No. 氏名 所属 立場／職種
1 相川　孝訓 国立障害者リハビリテーションセンター エンジニア
2 青野　雅人 横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
3 秋山　哲男 首都大学東京 都市交通計画
4 飯島　浩 横浜市総合リハビリテーションセンター エンジニア
5 石濱　裕規 医療法人社団永生会　
6 石渡　利奈 国立身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ エンジニア
7 伊藤　英一 長野大学  
8 井上　薫 首都大学東京  
9 井上　剛伸 国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ  
10 上野　忠浩 横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ  
11 海老原　一彰 （株）日立製作所　ひたちなか総合病院 医師
12 沖川　悦三 神奈川県総合リハビリテーションセンター エンジニア
13 小野　栄一 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 エンジニア
14 尾花　正義 東京都立荏原病院  
15 片石　任 啓成会高等職業技術専門校 エンジニア
16 鎌田　実 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授
17 河合　俊宏 埼玉県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝｾﾝﾀ- エンジニア
18 木之瀬　隆 （株）シーティング研究所 ＯＴ
19 佐藤　史子 横浜市総合リハビリテーションセンター ＰＴ
20 繁成　剛 東洋大学ライフデザイン学部 エンジニア
21 鈴木　基恵 横浜市総合リハビリテーションセンター
22 高橋　功次 有）タカハシ補装具サービス 義肢装具士
23 田中　理 クオルトン研究所  
24 玉垣　努 神奈川県立保健福祉大学 ＯＴ
25 西村　顕 横浜市総合リハビリテーションセンター エンジニア
26 二瓶　美里 東京大学大学院工学研究科
27 橋本　美芽 首都大学東京 建築士
28 畠中　規 横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ  
29 麸澤　孝 全国頸髄損傷者連絡会
30 村田　知之 神奈川県総合リハビリテーションセンター エンジニア
31 森田　千晶 国際医療福祉大学 ＯＴ
32 八藤後　猛 日本大学理工学部 エンジニア
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第３区代議員選挙結果（50音順）

No. 氏名 所属 立場／職種
1 上村　数洋 バーチャルメディア工房ぎふ 障害者
2 大島　淳一 富山県リハビリテーション病院　こども支援センター エンジニア
3 北野　義明 石川県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ  
4 高橋　哲郎 石川県リハビリテーションセンター 工業デザイン
5 田中　芳則 （社福）名古屋市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団 エンジニア
6 濱　昌代 石川県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ  
7 安田　秀一 金沢福祉用具情報プラザ ＯＴ
8 渡辺　崇史 日本福祉大学 エンジニア

3 / 5 ページ



第４区代議員選挙結果（50音順）

No. 氏名 所属 立場／職種
1 赤澤　康史 兵庫県立福祉のまちづくり研究所 エンジニア
2 明石　圭司 株式会社ウィズ
3 上田　喜敏 森ノ宮医療大学保健医療学部 ＰＴ
4 大屋　正子 パシフィックサプライ（株） 会社員
5 糟谷　佐紀 神戸学院大学総合リハビリテーション学部 研究者
6 金井　謙介 エンジニア
7 川村　慶 川村義肢㈱
8 北山　一郎 近畿大学 エンジニア
9 剣持　悟 川村義肢（株） エンジニア
10 相良　二朗 神戸芸術工科大学  
11 島本　卓 特定非営利活動法人ライフサポートはりま 障がい者
12 杉本　昌子 パシフィックサプライ（株）　マーケティング本部 福祉機器販売
13 長辻　永喜 藍野大学　医療保健学部 ＯＴ
14 中村　俊哉 兵庫県立福祉のまちづくり研究所 エンジニア
15 古田　恒輔 神戸学院大学総合リハビリテーション学部  
16 本田　雄一郎 大阪産業大学　 エンジニア
17 松田　靖史 川村義肢（株）　K-tech エンジニア
18 松本　浩司 パシフィックサプライ（株） 営業
19 宮野　秀樹 特定非営利活動法人ぽしぶる 当事者
20 森本　正治 大阪電気通信大学　工学部 エンジニア
21 吉田　正樹 大阪電気通信大学医療福祉工学部 エンジニア
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第５区代議員選挙結果（50音順）

No. 氏名 所属 立場／職種
1 一ノ瀬　浩幸 佐賀大学医学部 エンジニア
2 岩﨑　満男 (株)ファースト・ウェルフェア ＰＯ
3 江原　喜人 総合せき損センター  
4 下元　佳子 生き活きサポートセンターうぇるぱ高知 ＰＴ
5 高杉　紳一郎 佐賀整肢学園 医師
6 高原　光恵 鳴門教育大学　特別支援教育専攻 教育
7 寺師　良輝 総合せき損センター 電子
8 中村　宣郎 中村ブレイス（株） ＰＯ
9 眞喜志　隆 沖縄工業高等専門学校 教員
10 松尾　清美 国立大学法人佐賀大学医学部 エンジニア
11 山形　茂生 ＯＴ
12 和田　親宗 九州工業大学大学院
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