
No. ﾌﾘｶﾞﾅ 氏名 勤務先名称 〒 勤務先住所 TEL.(勤務先) FAX.(勤務先) e-mail(勤務先) 備考
1 ｱｻｵｶ ｾﾂｺ 浅岡　節子 650-0003 神戸市中央区山本通５－３－１５－１００６ 078-341-5365 setsuko.asaoka@docomo.ne.jp
2 ｱﾏﾉ  ﾋﾄｼ 天野　人支 すあみ整形外科クリニック

リハビリテーション科
473-0908 豊田市宝町津花８３－２ 0565-25-7800 0565-25-7801 amano.hitoshi@opal.plala.or.jp

3 ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾃﾞﾉﾘ 石黒　秀憲 236-0005 横浜市金沢区並木１－２－３－５０８ 045-779-2803
4 ｳｴﾀﾞ ｹｲｺ 上田　敬子 669-1323 三田市あかしあ台２－１７－７
5 ｳﾒｲ ﾖｼﾌﾐ 梅井　善史 森ノ宮医療学園専門学校 537-0022 大阪市東成区中本４－１－８ 06-6976-6889 dct8055@gmail.com
6 ｵｵｶﾜ ﾕｳｾ 大川　祐世 森ノ宮医療大学 559-8611 大阪市住之江区南港北１丁目２６－１６ 06-6616-6911
7 ｵｵﾀｹ ﾄｼｴ 大竹　俊江 483-8213 愛知県江南市古知野町朝日２８ 0587-56-2930
8 ｵｵﾀﾆ  ﾖｼｺ 大谷　佳子 665-0014 宝塚市青葉台２－５－２５ 0797-73-0925 s7u56i@bma.biglobe.ne.jp ※患者様の紹介は不要
9 ｵｵﾆｼ ﾓﾄｷ 大西　基喜 さらさ鍼灸接骨院 519-3205 三重県北牟婁郡紀北町長島１１９５－４３ 0597-46-0555

10 ｵｵﾔｷﾞ ﾄｼﾋﾛ 大八木　敏弘 大八木鍼灸院 630-0251 生駒市谷田町８８２－２ 0743-73-0878
11 ｵｸﾀﾞ  ｲｻｵ 奥田  功 奥田鍼灸院 560-0023 豊中市岡上の町２－２－７ 06-6843-7373
12 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 奥村　裕一 奥村一貫堂 543-0045 大阪市天王寺区寺田町２－６－６ 06-6779-0925
13 ｵｸﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 奥本　憲司 奥本鍼灸院 530-0041 大阪市北区天神橋４－６－２０－２０１ 06-6356-6965 kenji-okumoto@mbg.ocn.ne.jp
14 ｵｻﾞｷ  ﾄﾓﾌﾐ 尾﨑　朋文 森ノ宮医療大学 559-8611 大阪市住之江区南港北１丁目２６－１６ 06-6616-6911 06-6916-6912 ozaki@morinomiya-u.ac.jp
15 ｶｹﾞ ﾉﾘｺ 鹿毛　則子 鹿毛鍼灸療院 810-0023 福岡市中央区警固２－１６－２０

朝日プラザ赤坂４０３号
092-761-0229

16 ｶﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 加藤　雅和 かとう鍼灸院 992-0045 米沢市中央３－４－３ 0238-24-4525
17 ｶﾜｲ ｻﾀﾞﾌﾐ 川井　貞文 989-0274 宮城県白石市長町５８－４ 0224-24-3613
18 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾁｺ 川口　眞智子 米山鍼灸院 564-0032 吹田市内本町１－１－６ 06-6381-6656
19 ｶﾜｼﾏ ﾑﾂｺ ｻｻｷ川嶋　睦子 ガネーシャ鍼灸院 984-0065 仙台市若林区土樋２８７－５

シェナンド土樋２０２
022-204-5115 equal101im@gmail.com

20 ｶﾜﾅﾐ ﾋﾛｼ 川波　博 白矢鍼灸院 558-0055 大阪市住吉区万代２－６－１８
21 ｸﾊﾞ ﾖｼｵ 久場　良男 904-0004 沖縄市中央２－１６－１８ 098-937-3137
22 景徳鍼灸院 771-1701 阿波市阿波町大道南１２５ 0883-35-3654
23 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾉﾘ 小林　幹典 KOBA 鍼灸院・接骨院 676-0807 高砂市米田町島１６－２ 079-451-5191
24 ｻｶﾓﾄ  ﾄﾖﾂｸﾞ 坂本　豊次 546-0032 大阪市東住吉区東田辺１－１９－１０
25 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 佐藤　正人 537-0022 大阪市東成区中本４－１－８ 06-6976-3902 06-6976-3903
26 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾛｼ ﾏﾝﾈﾝ真田　比呂志 さなだ治療院 154-0012 世田谷区駒沢２－６－２　Ｉ－ＴＯＷＥＲ　３Ｆ 03-3418-8820
27 ｻﾉ  ﾖｼｷ 佐野　善樹 さの漢崇院 933-0121 高岡市伏木矢田新町３－３６ 0766-44-1968 sano@p1.tcnet.ne.jp
28 ｻﾝﾉﾍ ｱﾂｵ 三戸　敦雄 ときわ会病院

リハビリテーション科
038-1216 青森県南津軽郡藤崎町榊字亀田２－１ 0172-65-3771 atsuo_san@comet.ocn.ne.jp

29 ｼﾐｽﾞ ｲﾜｵ 清水　厳 清水鍼灸院 544-0023 大阪市生野区林寺１－１－１６
30 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾐﾁ 清水　尚道 森ノ宮医療学園専門学校 537-0022 大阪府大阪市東成区中本４－１－８
31 ｽｷﾞﾀ ﾅｵｺ 杉田　尚子
32 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 鈴木　広希 米山鍼灸院 564-0032 吹田市内本町１－１－６ 06-6381-6656
33 ｽｽﾞｷ ｼﾝ 鈴木　信 米山鍼灸院 564-0032 吹田市内本町１－１－６ 06-6381-6656
34 ｿｳﾏ ｴﾂﾀｶ 相馬　悦孝 相馬針灸院 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町３丁目２８－１４－２０４ 0422-54-3893
35 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺｳ高橋　純孝 高橋はりきゅう院 019-1401 秋田県仙北郡美郷町鑓田字庚塚５ 0187-84-1736 0187-84-1736
36 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾌﾐ 竹田　博文 慶福針灸 512-0934 四日市市川島町５９３０－１９３ 0593-21-7768 0593-21-7768
37 ﾂｼﾞﾏﾙ ﾔｽﾉﾘ 辻丸　泰永 森ノ宮医療大学鍼灸学科 559-8611 大阪市住之江区南港北１丁目２６－１６ 06-6616-6911 06-6616-6924
38 ﾄｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 戸崎　幸治 戸崎はりきゅう院 020-0108 盛岡市東黒石野１－１－１ 019-663-0434 019-663-0434
39 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ 中島　茂 森ノ宮医療学園附属

みどりの風鍼灸院
537-0022 大阪市東成区中本３－１５－１８ 06-6976-3902

40 ﾅﾅｶﾜ ﾃﾙｵ 七川　照男 七川針灸院 311-1125 水戸市大場町２２５５－２ 029-269-3731 029-269-3731
41 ﾆｼｵｶ ﾋﾛｱｷ 西岡　宏晃 温温鍼灸院 547-0027 大阪市平野区喜連３－７－２ 06-6709-5151 mail@nukunukushinkyu.sakura.ne.jp
42 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 西村　明洋 577-0806 東大阪市上小阪１－６－１２ 06-6724-1659 06-6724-1659
43 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 橋本　博明 橋本針灸院 031-0075 八戸市内丸１－５－２７ 0178-22-2031 0178-22-2031
44 ﾋﾉ ﾏｻﾙ 日野　勝 松田鍼灸整骨院 514-0008 津市上浜町１丁目１３７－１ 059-228-5669 059-228-5669 hinoshin-matuda@kjf.biglobe.ne.jp
45 ﾋﾗﾀ  ﾄﾓｺ  ｲｼｶﾜ平田　朋子 まほろば針灸院 992-0302 山形県東置賜郡高畠町安久津２３６８－１ 0238-52-4533 tomohira@taupe.plala.or.jp
46 ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳｲﾁﾛｳ藤田　周一郎 冨士クリニック 768-0060 観音寺市観音寺町甲３００２番地 0875-25-3692
47 ﾎｼﾉ ﾖｼｶｽﾞ 星野　良和 星野鍼灸接骨院 395-0151 長野県飯田市北方３８７０ 0265-25-7073 y.hoshino@lilac.plala.or.jp
48 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾎ 松下　美穂 森ノ宮医療学園専門学校 537-0022 大阪市東成区中本４－１－８ 06-6976-6889
49 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｷ 松本　政己 松本はり灸院 577-0811 東大阪市西上小阪３－２１ 06-6723-7885
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50 ﾐｷ  ｶﾝｼﾞ 三木　完二 三木鍼灸院 542-0082 大阪市中央区島之内２－９－９ 06-6213-0756 06-6212-5823 kanzee@pop06.odn.ne.jp
51 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 宮川　隆弘 鍼灸宮川 509-2202 下呂市森１００１－５ 0576-23-0153 vincent@quartz.ocn.ne.jp
52 ﾓﾘ ﾀｸｼﾞ 森　拓次 森鍼灸院 664-0898 伊丹市千僧５－３４－１０３ 072-768-6233 moritaku12@gmail.com
53 ﾓﾘ ﾏｻﾔ 森　優也 559-8611 大阪市住之江区南港北１丁目２６－１６
54 ﾓﾘﾀ ﾖｳｼﾞ 森田　洋次 あすか鍼灸院 581-0065 八尾市亀井町２－４－３９ 072-923-3773 072-923-3773 treasure13131313@gmail.com
55 ﾓﾝﾉ ｱｷﾗ 門野　章 学園前ファミリー鍼灸院 631-0024 奈良市百楽園１－１－５ 0742-49-2680 info@family-shinkyu.com
56 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾔｽｼ 山上　安司 559-0024 大阪市住之江区新北島８－１－３７ 090-6973-4382
57 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾄｼ 山下　仁 森ノ宮医療大学

鍼灸情報センター
559-8611 大阪市住之江区南港北１－２６－１６

58 ﾔﾏﾀﾞ  ｶﾂﾋﾛ 山田　勝弘 山田鍼灸治療院 158-0097 東京都世田谷区用賀４－１２－６－１０２ 03-3709-6271 03-3709-6276 yamada89@nifty.com
59 ﾖｼｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 吉崎　和樹 吉崎鍼灸院 444-0062 岡崎市松本町２－１０ 0564-21-8269 0564-21-8269 yoshizaki@juno.ocn.ne.jp
60 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 渡辺　真二 渡辺鍼灸院 753-0058 山口市下市町７－１６ 083-932-6262 083-932-6262
61 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾔ 渡辺　芳弥 渡辺接骨院鍼療所 960-1241 福島市松川町字石合町４７ 024-567-5630

※掲載拒否された方は、掲載していません。
※間違い等がございましたら、奥本憲司：kenji-okumoto@mbg.ocn.ne.jpまでご連絡ください。
※掲載を許可していただいたにもかかわらず、事務局にデータがなく空欄があります。
よろしければ奥本憲司：kenji-okumoto@mbg.ocn.ne.jpまでデータを提供いただければ幸いです。


