
（令和５年１月１日現在）

八木　裕之 今井　憲之 山本　昌弘 𠮷村　孝仁 北側　光司 江本　正志 神谷　一郎 谷口　史晃 押田　幸治 杉原　彰

友田　良一 真室　光明 酒谷　欣明 樽谷　かず子 長谷川　豊 加藤　哲 山本　晃子 八瀬　惠 今村　武司 桑野　真浩

森岡　利行 杉本　浩康 浅野　友晴 露本　一夫 福田　好美 加藤　有美 河村　潤子 森　章 粟飯原　利孝 沼田　博子

奥井　康代 喜多　裕明 西川　伸男 藤井　嗣也 田中　直寿 田中　宏一郎 賀来　進哉 藤澤　優江 西岡　慶子 和田守　睦子

米子　ふくみ 島田　崇 青山　優子 万田　耕司 山田　峰生 山本　久美子 數田　三代子 笹田　賢司 坂野　高泰 清水　正弘

引田　千穂 引田　孝 関　孝子 藤田　英治 前田　紀久江 大田　晶子 古永　義明 渡邊　福恵 井田　達也 柿谷　智也

小野山　真由美 村岡　史章 岡本　和弘 廣地　陽一 星野　剛志 岡本　早映子 越智　小鈴 林　利恵 大野　康行 竹田　孝司

中易　義暢 小山　勇 野田　善弘 岩本　俊昭 西山　茂樹 岩井　雅廣 鈴木　喬夫 東　達也 武知　香 鈴木　基仁

魚谷　信博 廣井　典子 柿野　元博 石原　清美 山本　薫 松川　正秋 中谷　祐哉 松浦　邦成 家長　弘美 川東　三江子

中納　由美子 兒玉　年正 仲田　雄大 鳴尾　春美 森　清作 筒井　正幸 山本　政子 西村　明江 佐藤　有佳子 横山　尚美

鶴本　文男 亀井　徹二 黒木　雅俊 神田橋　裕士 島﨑　智久 伊藤　佳代 山端　誠 森澤　利之 酒井　眞 西尾　直子

澤　千恵 松本　文克 牧村　修 滝川　洋輝 大輪　有加子 中村　俊紀 花熊　英子 岩田　健 武田　恭子 竹本　健次

飯田　雅也 松岡　洋治 明石　博道 松井　一恵 八木谷　宏二 加藤　幹隆 木内　廣行 森田　祐司 宮内　洋 宮川　久和

西村　聡 木村　雅世 中林　善治 松下　健一 北山　享子 深津　敬 成松　重人 東田　陽子 薮　尚樹 原　由起子

森田　定和 峯本　佳子 野間　信行 小元　渉 阪口　小百合 上田　和男 鍵本　ゆかり 渡邊　美由紀 鈴木　圭史 政野　哲志

吉田　晋 玉坪　郁子 髙木　優 和久井　里美 土井　文子 木村　敏子 田村　博 杦山　吉秀 西本　佳子 荻野　雄二

友田　千穂 百井　雅之 古田　正夫 大東　郁希朗 藤田　史朗 奥村　謙一 髙田　崇一 山下　潤子 岡崎　俊子 三宅　佳子

入江　巧 板東　嘉子 上村　美佐子 青木　一弘 中野　清志 塩田　佐知 山口　革志 岩山　亮 髙橋　厚子 澤田　美鈴

若宮　満弓 澤田　清 村田　鉄士 木山　成人 上村　和也 山﨑　秀彦 岸川　守 小曽戸　泰之 森垣　佳子 佐藤　稔

山口　介衣子 戸川　幹夫 土屋　明洋 瀬戸口　健治 鶴見　房枝 中谷　喜重 中村　伊知郎 吉川　廣邦 岸本　貴史 鈴木　広美

杉本　ユリ絵 伊藤　眞弓 豊岡　外栄子 田中　雅郎 笠井　友貴 濱田　滋 寺田　憲生 松芳　健一 岡口　英彦 横橋　伸一

山口　輝人 竹中　道代 豊田　義一 雀部　都紀恵 岡田　和美 三宅　望美 筒井　恭平 大橋　高志 野口　顕 竹内　里恵子

橋本　麻由美 田中　俊夫 林　茂弘 松島　ともみ 鈴木　淳子 島村　典久 中田　圭子 伊丹　匡哉 藤原　誠 藤井　敏彰

西村　佳代子 中野　善哉 豊岡　正照 和田　暁博 池田　博 細見　裕 中津　佐知子 若藤　正典 杉山　敬生 松村　雄二

水上　義博 村橋　俊行 是永　武士 藤岡　秀樹 柳井　政和 赤田　清澄 植田　健一 今西　貴子 大西　康友 金山　和子

清水　広明 前田　悦子 松本　久子 金澤　里美 連石　光太郎 小池　嘉紀 熊倉　健志 福武　史恵 鷹取　敏昭 伊藤　涼子

伊川　くりこ 柴田　博正 竹谷　光代 佐藤　多栄 松下　聡司 南　隆久 立石　千香 猪原　美穂 矢野　正一 嶋田　亜紀

前田　典哉 南　英一 森家　清五 中西　志乃 武用　貫太 安田　裕美 古藤　みゆき 徳弘　保 朝加　幸昌 渡辺　徹也

木村　和也 杉本　匡史 岡嶋　秀器 松本　真理子 江口　輝幸 中辻　清惠 植田　直美 近藤　小百合 内田　英一 古川　裕子

佐川　良明 杉山　一敏 藤本　勉 国本　慎吾 増田　知恵 岩崎　寿英 床田　知志 根本　真代 大北　一 山本　吉裕
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【医療労務コンサルタント名簿】

菅　修三 下山　智惠子 西川　由紀子 大槻　耕治 柴田　栄 小山　安宣 柿本　佳延 杉岡　弘敏 山本　祥子 植田　直美

黒田　尚子 古賀　敦子 檀野　篤志 永山　裕幸 広瀬　育代 藤原　誠二 宮本　高壽 水流　幸一 山田　惠喜 岡澤　亮子

奥田　敬明 坂本　高志 辻　和代 中　隆廣 中筋　敏雄 長富　貴司 畑　和宏 濵中　理恵 宮﨑　隆子 河内　清子

北野　周三 武内　佳世子 西村　淳 田林　茂和 今川　明子 後藤　豊 辻　武司 伊藤　誠一 小野山　武雄 阪井　富雄

佐野　陽子 西村　慎介 八木　博文 小野　智子 西尾　育子 榎　伸浩 小原　正昭 木股　ひろみ 武重　昌樹 西田　裕美

東谷　美希 浦　幸佑 上温湯　順一 尾澤　ゆき子 中西　伸介 山田　義之 河内　右吉 岡村　英恵 鈴木　大輔 大杉　宏美

竹本　博文 妹尾　寿訓 中川　航 得津　紀代美 髙橋　孝司 土居　慎 山本　敦子 槇野　縁 藤井　里美 山田　誠一

足立　大 荒川　隆行 宇梶　卓 星野　博信 二上　潤子 太田　弘美 久米　和子 猫島　由起子 坂口　史 山口　浩司

香川　廣幸 川村　健太郎 飾萬　理津子 松村　智津子 増田　葉子 三重野　典子 田邊　光恵 関根　直樹 田中　直才 蒲田　伸彦

川上　悟 北川　豊 藤田　忠樹 山本　佳子 田知本　治志 山口　貞利 松田　和恵 北　千陽 大倉　啓 谷　香保子

川東　昌宏 松村　恵子 黒瀬　栄二 木島　強 昼間　康裕 中坪　夏海 井畑　幸子 宮﨑　義孝 堀　真莉 竹内　めぐみ

林　宏樹 水上　加代子 山本　浩子 松沼　佑花 松田　和之 猿橋　英樹 工藤　英二 河村　英美 西野　猛 石黒　玉恵

水野　愛 橋口　超 月城　俊鎬 真田　直和 澤田　啓一 中尾　恭之 杉本　貞代 山本　和広 荒木　陽子 藤原　和博

柴田　清 高　靖恵 樋口　佐代子 桑原　愛 加藤　有里 平野　勝彦 道倉　康成 金尾　文隆 岡田　欣伸 阪本　誠一

川上　智弘 西野　智子 山根　武広 福西　綾美 岡田　明子 小林　康之 和田　朋子 田中　和仁 佐藤　久恵 岡田　幸德

後藤　浩之 谷口　光雄 松浦　雅美 小森　由香里 越智　聖 山根　聡子 大窪　敏晴 薮井　琢也 木村　藤子 中村　文彦

吉岡　頌平 成瀬　雅義
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