
[大阪市南ブロック]

代表：田中 歩

【所属】介護老人保健施設ヴァンサンク

[大阪市北ブロック]

代表：山元 昭彦

【所属】大阪医療福祉専門学校

[豊能ブロック]

代表：寺島 正晃

【所属】坂本病院

一度ブロック活動に参加
してみませんか？？



[北河内ブロック]

代表：中川 英俊

【所属】メディケアリハビリ
訪問看護ステーション

[中河内ブロック]

代表：浅田 健吾
【所属】株式会社コンパス

[南河内ブロック]

代表：岡本 宗

【所属】メディケアリハビリ
訪問看護ステーション

[三島ブロック]

代表：岡 孝二

【所属】訪問看護ステーション樹



[泉州ブロック]

代表：奥森 篤志

【所属】七山病院

[堺ブロック]

代表：松元 一世

【所属】馬場記念病院

［マスコットキャラクター］

名前：オッティー

【所属】大阪府作業療法士会

【一言】宜しくお願いします！！



2019年度ブロック代表 

および市区町村代表者・地域包括担当者名  

 

2019 年度より、大阪府作業療法士会では各市区町村にも代表者を配することになりました。

新たに任命された、各市区町村の代表者のお名前とご所属先を紹介いたします。 

 

[大阪市南ブロック]   代表：田中 歩  介護老人保健施設ヴァンサンク 

中央区代表・地域包括担当 海老澤 康子   うえに生協診療所 

浪速区代表・地域包括担当 石角 康彦    富永病院 

大正区代表・地域包括担当 芳賀 翔一    大阪府済生会泉尾病院 

住之江区代表・地域包括担当 横井 賀津志   森ノ宮医療大学 

天王寺区代表・地域包括担当 林 久子    辻外科リハビリテーション病院 

阿倍野区代表・地域包括担当 安川 嘉一    大阪鉄道病院 

生野区代表・地域包括担当 万澤 大輔    生野愛和病院 

平野区代表・地域包括担当 奥本 知晴    緑風会病院 

住吉区代表・地域包括担当 古澤 麻衣    医療法人きらら会デイケアきらら 

東住吉区代表・地域包括担当 片岡 亜衣    医療法人嘉誠会ヴァンサンクポルテ 

 

[大阪市北ブロック]   代表：山元 昭彦  大阪医療福祉専門学校 

北区代表  中村 愛子    大阪整肢学院 

都島区代表・地域包括担当 内田 嘉央理   株式会社グッドライフケア大阪 訪問看護ステーション大阪 

旭区代表・地域包括担当 荒木 雅子    牧病院 

此花区代表・地域包括担当 山口 真弓    大阪暁明館病院 

福島区代表・地域包括担当 堀内 はる香   JCHO大阪病院 

港区/西区代表・地域包括担当   下川 貴大     かなえるリハビリ訪問看護ステーション 

淀川区代表・地域包括担当 田淵 成臣     大阪回生病院 

東淀川区代表・地域包括担当 畠 朋成     医誠会病院 

西淀川区代表          山元 昭彦    大阪医療福祉専門学校 

城東区代表・地域包括担当      浦元 大輔      済生会野江病院 

鶴見区代表・地域包括担当 今西 潤子      コープおおさか病院 

東成区代表・地域包括担当 篠原 健悟      矢木脳神経外科病院 

北区地域包括担当            細本 愛子      千里津雲台訪問看護ステーションリハビリ大阪支所 



 

[豊能ブロック]  代表：寺島 正晃    坂本病院 

豊能町代表・地域包括担当 山田 剛     やまだリハビリテーション研究所 

箕面市代表・地域包括担当 池本 恭子     箕面市役所 

池田市代表・地域包括担当 横山 由梨子   市立池田病院 

豊中市代表・地域包括担当      園山 真弓    篤友会リハビリテーションクリニック 

吹田市代表  櫛邊 康孝     協和会病院 

吹田市地域包括担当         中村 洸貴     済生会吹田病院 

 

[三島ブロック]    代表：岡 孝二  訪問看護ステーション樹 

茨木市代表・地域包括担当 岡 孝二     訪問看護ステーション樹 

高槻市代表・地域包括担当 壇 信一郎     老健サンガピア館 

摂津市代表・地域包括担当 中野 皓介     摂津市保健センター 

島本町代表・地域包括担当 五十嵐 大二   水無瀬病院 

 

［北河内ブロック］ 代表：中川 英俊  メディケアリハビリ訪問看護ステーション 

大東市代表             中川 英俊  メディケアリハビリ訪問看護ステーション 

枚方市代表・地域包括担当  下西 徳   星ヶ丘医療センター 

寝屋川市代表        濱田 英幸   上山病院 

交野市代表・地域包括担当  亀谷 純子   介護老人保健施設 逢々館かたの 

守口市代表          武田 真一   守口生野記念病院 

門真市代表・地域包括担当  古山 大雅   訪問看護ステーションあれぐら 

四條畷市代表              柳川 明義   畷生会脳神経外科病院 

大東市・四條畷市地域包括担当  朝山 一郎  かなえるリハビリ訪問看護ステーション サテライト東 

寝屋川市・守口市地域包括担当  名倉 和幸  介護老人保健施設 ハーモニィー 

 

[中河内ブロック]   代表：浅田 健吾  株式会社コンパス 

東大阪市代表・地域包括担当   浅田 健吾   株式会社コンパス 

八尾市代表・地域包括担当 山本 祐平   介護老人保健施設あおぞら 

柏原市代表  本多 伸行   関西福祉科学大学 

柏原市地域包括担当          由利 禄巳   関西福祉科学大学 

 

 

 



[南河内ブロック]    代表：岡本 宗   メディケアリハビリ訪問看護ステーション  

藤井寺市代表・地域包括担当  岡本 宗     メディケアリハビリ訪問看護ステーション 

羽曳野市代表・地域包括担当  吉田 晃子    介護老人保健施設 悠々亭 

太子町代表・地域包括担当  保田 憲吾     希望や訪問看護ステーション 

大阪狭山市代表・地域包括担当  宮木 しげ美    さくら会病院 

富田林市代表・地域包括担当  藤原 光樹      富田林病院 

河内長野市代表・地域包括担当  楠元 政幸      大阪南医療センター  

千早赤阪村代表・地域包括担当  岩崎 千佳      株式会社こみけあリンク 

 

[堺ブロック]     代表：松元 一世   馬場記念病院 

堺市・西区代表                  松元 一世    馬場記念病院  

北区代表・地域包括担当    出口 恵    介護老人保健施設ベルアルト 

堺区代表・地域包括担当    南 りん     清恵会病院 

中区代表・地域包括担当   小川 康裕    特別養護老人ホームベルファミリア 

東区・美原区代表・地域包括担当    中野 雄基    日野病院 

南区代表・地域包括担当    山城 雄馬    シャローム 

 

[泉州ブロック]     代表：奥森 篤志  七山病院 

和泉市代表・地域包括担当      山本 卓央     サンガーデン府中 

和泉市代表・地域包括担当      池辺 健太郎   いぶきの病院 

泉大津市代表・地域包括担当      大谷 葉月     泉大津市立病院 

忠岡町代表・地域包括担当      谷本 晋一     聖祐病院 

岸和田市代表・地域包括担当      西尾 優子     大阪みなみ医療福祉生活協同組合 阪南エリア 

貝塚市代表・地域包括担当      上島 健       大阪河﨑リハビリテーション大学 

泉佐野市・田尻町代表・地域包括担当    坂口 宏彰     りんくう総合医療センター 

泉佐野市・田尻町代表・地域包括担当    泉谷 佑美     泉佐野優人会病院 

熊取町代表・地域包括担当      蔦本 尚展     永山病院 

泉南市代表・地域包括担当      中野 正俊      白井病院 

阪南市・岬町代表・地域包括担当       松下 真拡      阪南市民病院 

 

（注：能勢町・西成区・松原市・高石市については調整中） 


