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支部長 工藤弘之 （大久野病院）

台東区支部 支部長 齋藤 雄 （台東病院）

多摩市支部 支部長 内田 学 （東京医療学院大学）

立川支部 支部長 南雲健吾 （ﾘﾊﾋﾞﾘ企画合同会社）

港区支部 支部長 新井保久 （済生会中央病院）
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地域活性局

墨田区支部 支部長 輪違弘樹 （エバーウォーク）

足立区支部 支部長 山ノ内聖一 （福岡クリニック）

日野市支部 支部長 小林健一 （康明会ホームケアクリニック）

江東区支部 支部長 渡辺信隆 （訪問看護ステーションたんぽぽ）

葛飾区支部 支部長 天野智文 （イムス葛飾ハートセンター）

西東京市支部 支部長 小澤伸治 （佐々総合病院）

清瀬市支部 支部長 宮田恒徳 （清瀬リハビリテーション病院）

小平市支部 支部長 松本徹也 （緑成会病院）

武蔵野市支部 支部長 前床 剛 （武蔵野陽和会病院）

文京区支部 支部長 岡安 健 （東京医科歯科大学医学部附属病院）

国分寺市支部 支部長 原嶋崇人（さわやか訪問看護リハビリステーション）

調布市支部 支部長 小林昂将 （多摩川病院）

三鷹市支部 支部長 竹田紘崇 （杏林大学医学部付属病院）

渋谷区支部 支部長 山中誠一郎 （初台リハビリテーション病院）

目黒区支部 支部長 横山一弥 （日扇会第一病院）

府中市支部 支部長 岩見俊哉 （オムソーリ訪問看護リハビリ

ステーション府中）
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