
青山 貴彦 大阪市立大学
宗 健 株式会社リクルート住まいカンパニー

梅沢 佳裕 日本福祉大学大学院
大石 華法 日本福祉大学
永田 隆二 明治学院大学大学院
隅河内 司 佛教大学
荻野 太司 昭和女子大学
西田 朗子 立命館大学
浜島 恭子 特定非営利活動法人DPI日本会議

小倉 諒也 三重県社会福祉協議会
松浦 弘典 群馬社会福祉専門学校
佐伯 久美子 貞静学園短期大学
椎葉 栄穂 社会福祉法人　聖母の家
布目 岳洋 高岡市役所
小山 泰明 上智大学大学院
長津 結一郎 東京藝術大学
山王 健司 社会福祉法人新生寿会
佐々木 銀河 筑波大学大学院
谷口 法絵 名古屋市社会福祉協議会
小松 亜弥音 大阪市立大学大学院
金 松美 同志社大学
笹原 義昭 NPO法人ウイングかべ
永野 叙子 杉並区社会福祉協議会
石踊 紳一郎 社会福祉法人幸伸会
高橋 英樹 新潟大学大学院
中川 兼人 新潟大学
原 菁キョク 大阪市立大学大学院
村尾 直也 F・Cフチガミ医療福祉専門学校
国吉 保孝 放送大学
伊藤 幸司 放送大学大学院
香山 芳範 宝塚市社会福祉協議会
荒川 泰士 有限会社あらたケアサービス
大澤 理沙 東北大学
村山 佳代 独協大学大学院
岩本 麻里 専門学校首都医校
佐藤 惟 日本社会事業大学大学院
大友 駿 北星学園大学大学院
辻 和美 学校法人特別支援学校聖母の家学園
土谷 彩喜恵 中部学院大学
張 程波 西南学院大学
加瀬 希和子 お茶の水女子大学
西村 明史 横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ
兵頭 宏美 立命館大学
片山 治子 日本福祉大学
道念 由紀 上智大学
西野 勇人 立命館大学
田中 弘美 神戸親和女子大学大学院
伊東　 良輔 社会福祉法人北九州市福祉事業団
伊奈川 秀和 厚生労働省中国四国厚生局
村田　 潔 明治大学

2013年度第5回理事会、2014年度第１～4回理事会　承認 　計193名（敬称略）

新入会員の方々



折戸　 洋子 愛媛大学
小楠　 美貴 聖隷クリストファー大学大学院
三田村 知子 関西女子短期大学
谷尾　 昌威 佛教大学大学院
津富　 宏 静岡県立大学
佐々木 仁 合同会社ティーファーム
宍戸　 和也 北星学園大学大学院
平 将志 新潟大学大学院
吉村　 眞理 山口県立大学
髙西　 圭太 首都大学東京大学院
阿久根 賢一 社会福祉法人福祥福祉会
茆 海燕 東洋大学
木村　 亜紀子 岡山県立大学大学院
唐川　 真葵 広島文教女子大学
野村　 政子 東都医療大学
真屋　 尚生 日本大学
瀧ヶ崎 明雄 医療法人社団うらべ整形外科・内科
長谷川 英恵 川崎医療福祉大学大学院
原 亜耶 東北福祉大学
宮野　 澄男 長崎純心大学
川嶋　 賢治 筑波大学大学院
坂本　 明子 久留米大学
岡野　 弘美 京都光華女子大学
阿部　 好恵 帯広大谷短期大学
武田　 玲子 上智大学大学院
佐藤　 量子 聖隷クリストファー大学
梶原　 浩介 福岡県立大学
平山　 亮 東京都健康長寿医療センター研究所
清水　 克之 広島文教女子大学
髙橋　 俊史 東北福祉大学
伊東　 美緒 東京都健康長寿医療センター研究所
永松　 美菜子 福岡県立大学
金 廣來 佛教大学
古屋　 和彦 上智大学大学院
中島　 康之 中島康之法律事務所
三並　 めぐる 広島国際大学
片山　 善博 日本福祉大学
宮崎　 静香 清和大学
江川　 直人 聖隷クリストファー大学大学院
福田　 真清 ルーテル学院大学大学院
山口　 尚大 高良台リハビリテーション病院
合田　 盛人 学校法人穴吹学園
金 慧英 関西学院大学
梁井　 雄太 久留米大学
菊地　 伸 北星学園大学
矢部　 航 福岡県立大学
神山　 典子 明治学院大学大学院
大橋　 美加子 名古屋経営短期大学
奥村　 あすか 長崎純心大学
吉田　 麻衣 長崎純心大学
茨木　 裕子 早稲田大学大学院
狩野　 俊介 岩手県立大学
田中　 八州夫 同志社大学大学院
伊藤　 尚子 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会
長瀬　 彩子 上智大学
倉本　 政壽 社会福祉法人孝友会
シュルツェ アンナ・ユリアーネ 首都大学東京
近藤　 真由子 龍谷大学
浅沼　 裕治 中京学院大学中京短期大学部



安 漢同 龍谷大学
吉村　 和代 公益財団法人　松原病院
岡本　 紀子 筑波大学
永井　 順子 北星学園大学
小山　 理彩 社会福祉法人みなと舎
宗政　 朱利 鹿児島国際大学
吉武　 久美子 長崎純心大学
黒田　 美香 放送大学大学院
立浪　 朋子 筑波大学
前田　 正一 慶應義塾大学大学院
藤本　 芳明 同志社大学
渡邊 紀子 吉備国際大学大学院
鈴木 千紘 岩手県立大学大学院
任 セア 同志社大学大学院
近藤 尚也 北海道医療大学
羽原 華乃 川崎医療福祉大学大学院
植木 是 東海学院大学
吉住 隆弘 中部大学
池田 博章 久留米大学大学院
島﨑 将臣 関西福祉大学
園田 巌 相武台新日本保育園
久保原 大 首都大学東京大学院
古閑 智子 久留米大学大学院
相場 恵 北日本医療福祉専門学校
木下 一雄 群馬医療福祉大学
木村 貴大 北星学園大学大学院
山本 香織 同志社大学大学院
名倉 弘美 中部学院大学
馬場 勇樹 鹿児島国際大学大学院
五十嵐 詠夢 北海道医療大学大学院
田上 優佳 社会福祉法人播陽灘　特別養護老人ホームいやさか苑
田宮 菜奈子 筑波大学
原山 瑞枝 東村山市社会福祉協議会
岡村 奈緒美 京都府立大学大学院
石原 励子 名古屋大学
笠松 剛士 社会福祉法人白石陽光園
澁谷 芳 北海学園大学大学院
岩崎 美幸 西九州大学
岡田 多恵子 医療法人聖愛会松山ベテル病院
小山 英郎 横浜市立大学
米田 政葉 北海道医療大学大学院
吉田 晃一 医療法人二瓶クリニック
平田 修三 早稲田大学
山本 美智代 首都大学東京
岩田 千亜紀 日本社会事業大学
豊田 郁実 郡山女子大学
禹 菊姫 Seoul Christian University
新田 幸子 兵庫大学
松本 彩月 金城学院大学大学院
角崎 洋平 立命館大学
安髙 真弓 日本社会事業大学大学院
小木曽 早苗 日本福祉大学
鈴木 裕介 高知県立大学
中川 友生 神戸市立総合療育センター
岩垣 穂大 早稲田大学大学院
扇原 淳 早稲田大学
村上 慎司 公益財団法人医療科学研究所
宮脇 裕貴 関西福祉科学大学大学院
谷村 ひとみ 立命館大学大学院



清水 香織 立正大学大学院
平光 みずき
井上 久美子 岩手県立大学
二神 麗子 群馬大学大学院
小坂 陽 早稲田大学
羽田 真依子 ノートルダム清心女子大学
臼井 麻由美 愛知県立大学大学院
上野 智子 智泉福祉製菓専門学校
橋本 拓 門司掖済会病院
山本 裕幸 社会福祉法人衆善会
三原 鉄平 岡山県立大学
實金 栄 岡山県立大学
中村 和代 大阪府立大学
篠原 拓也 大阪府立大学
鶴丸 祐介 NPO法人リトルポケット
松本 昌広 独立行政法人国立病院機構　松江医療センター
尾形 良子 北翔大学
川﨑 宏祐 熊本セントラル病院
田部 絢子 大阪体育大学
岡田 裕樹 上智大学
竹中 祐二 京都府立大学
朴 娍慧 お茶の水女子大学
古山 萌衣 名古屋市立大学院
姫野 孝雄 日本社会事業大学
斉藤 くるみ 日本社会事業大学


