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相沢  保  障害者雇用システム研究会 代表者【元東京労働局 渋谷公共職業安定所

長】 
赤川 義之    NPO 法人ならチャレンジド 理事長 
赤嶺 睦夫    沖縄障害者職業センター ジョブコーチ 
石井 和子   独立行政法人労働者健康安全機構 障害者雇用専門員 
礒本 伸彦  日本赤十字社武蔵野赤十字病院 人事課長 
井田 雅弘   社会福祉法人電機神奈川福祉センター横浜南部就労支援センター セン

ター長 
市村 たづ子  元 あきる野市障がい者就労・生活支援センターあすく 就労支援コーデ

ィネーター 
伊藤 恵美   JA 愛知厚生連 海南病院 副看護部長 
稲葉 健太郎  名古屋市総合リハビリテーションセンター 自立支援部就労支援課長 
乾 伊津子  特定非営利活動法人大阪障害者雇用支援ネットワーク 理事 
井原 佳代   社会福祉法人澄心 障害者就業・生活支援センタージョブあしすとUMA 

所長 
今村 博実  神奈川県立三ツ境養護学校 総括教諭 
上野   弘   元 医療法人長久堂野村病院 運営支援部事務長 
上村 差知  元 NPO 法人コミュネット楽創 就業・生活相談室からびな 室長 
江上 卓志    日本赤十字社 嘉麻赤十字病院 総務係長 
江西  知子  大阪市立なにわ高等特別支援学校 進路指導部長 
江原  顕  横浜市都筑区役所生活支援課長 
大塚ゆかり    元 株式会社ジェイ・アイハートサービス（学校法人東京女子医科大学

特例子会社）主任指導員 
大橋 義治  学校法人聖マリアンナ医科大学人事部人事課主査 
大濱 伸昭    医療法⼈薪⽔ 浦河ひがし町診療所 

岡濱 君枝  埼玉県障害者雇用総合サポートセンター企業支援業務部門長 
岡山 弘美  奈良県立医科大学人事課障害者雇用推進係長 
小川  浩  特定非営利活動法人ジョブコーチ・ネットワーク 理事長 
奥村 亜紀    日本赤十字社長崎原爆病院 総務課 
小澤 信幸    東京都立東久留米特別支援学校開設準備室 
押野 修司   埼玉県立大学作業療法学科 講師 
小野 貴庸  医療法人社団福啓会 理事長 
尾ノ上 弘賢  社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 経営企画部人事室 
笠井 利佳    医療法人社団ほっとステーション大通公園メンタルクリニックデイケ

アほっとステーション デイケア副主任 
加藤 琴江  社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会名古屋市障害者雇用支援センタ

ー 所長 
金澤 秀人  医療法人徳洲会野崎徳洲会病院 事務次長 



金子 壽男  社会福祉法人恩賜財団済生会 事業部社会福祉課長 
北折健次郎  宮崎県赤十字血液センター 所長 
北上 守俊  新潟リハビリテーション大学 助教 
木村 尚美  医療法人社団宙麦会ひだクリニック 副院長 
九島 多恵  大阪市立なにわ高等特別支援学校 教諭  
栗原初津紀   横浜市チャレンジドオフィス【前 横浜市立大学附属市民総合医療セン

ター 障害者業務指導員】 
黒澤 賢治  愛媛県内子町教育委員会 主幹兼課長補佐 
黒田 泰弘    元 独立行政法人地域医療機能推進機構 人事課長 
小泉 聡子  国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 ジョブコーチ 
國分由記枝    公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院サンライトサポート室 室長

代理 
小島 靖子  社会福祉法人ドリームヴイ理事長、就労支援センター北 代表 
小林由美子  社会福祉法人多摩棕櫚亭協会 理事長、 障害者就業・生活支援センター 

オープナー  
今   美咲   国立研究開発法人国立がん研究センター ジョブコーチ 
酒井 京子    大阪市職業リハビリテーションセンター 所長 
酒井 大介  社会福祉法人加島友愛会かしま障害者センター 館長 
佐々木 修  公立学校共済組合中国中央病院 事務（課長） 
佐藤 健太    独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター 総務

企画課職員係長 
佐藤 友子  独立行政法人労働者健康安全機構 障害者雇用専門職 
佐野 和明    障碍者就業・生活支援センターわーくわく 支援ワーカー 
志賀 利一  社会福祉法人横浜やまびこの里 相談支援事業部長 
重松まゆみ  医療法人社団中津胃腸病院 総務課 
島田 豊彰   一般社団法人日本うつ病センター 事務局長 
須之内昭宏   学校法人聖マリアンナ医科大学人事部人事課就労支援室主事 
首藤  学  株式会社ジェイ・アイ ハートサービス（学校法人東京女子医科大学特

例子会社）管理マネージャー  
庄山 隆裕  JA 三重厚生連 事業企画部長 
菅野    智  埼玉県総務部人事課管理担当 
菅原  隆志   社会医療法人愛仁会本部人事グループ障がい者雇用推進センター 主任 
菅原 敏弥  学校法人聖マリアンナ医科大学 人事部参与 
関  宏之  社会福祉法人日本ライトハウス 常務理事 
関口 理子    医療法人恒和会関口病院 総務課長 
高井 敏子  社会福祉法人加古川はぐるま福祉会 加古川障害者就業・生活支援セン

ター センター長 
高石 徳香  八幡浜・大洲圏域障がい者就業・生活支援センターねっと work ジョイ

センター長 
高橋 伸介  学校法人東京女子医科大学 人事課長  
高森 祐樹    特定医療法人佐藤会弓削病院 精神保健福祉士 



竹之内雅典  NPO 法人障がい者就業・雇用支援センター 顧問、元日本赤十字社障害

者雇用促進アドバイザー 
田原   充  鎌倉市障害者二千人雇用センター センター長 
玉城由美子   社会福祉法人加島友愛会 Link 支援課長 
田村 倫世    元 国立研究開発法人国立国際医療研究センタージョブコーチ 
千田 若菜  医療法人社団ながやまメンタルクリニック 就労支援部門 主任 
堤  一幸  淀川キリスト教病院 総務部総務課（薬剤搬送係） 
坪内  純子    独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)玉造病院 看護部長 
遠山 讓治    学校法人関西医科大学 法人事務局人事部人事研修課障がい者支援室長 
鳥飼 紀子   玄々堂君津病院 副看護部長 
仲西  千絵    特定医療法人財団博愛会博愛会病院 障がい者雇用推進室  
中野美代香   国立研究開発法人国立がん研究センター ジョブコーチ 
中原 さとみ   社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会桜ヶ丘記念病院 医療福祉部医療相談

室 
中村 淳子  社会福祉法人名護学院 障がい者就業・生活支援センターティーダ＆チ

ムチム センター長 
中村 竜志  社会福祉法人 ヤマト自立センター障害者就業・生活支援センター

SWAN センター長 
南部 真吾   医療法人健康会 嶋田病院 総務課長 
西田 尚美   公益財団法人がん研究会 がん研有明病院 人事部人事労務課課長代理 
庭山 瑞穂  学校法人聖マリアンナ医科大学人事部人事課在籍型職場適応援助者（ジ

ョブコーチ） 
野路 和之  NPO 法人わかくさ福祉会 障害者就業・生活支援センターTALANT セ

ンター長 
野尻 直実    独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)埼玉メディカルセンター 

看護師長 
蜂谷 裕利  M&T在宅クリニック 事務長 
林  政徳  医療法人社団十善会 野瀬病院 法人本部長 
原  智彦  あきる野市障がい者就労・生活支援センターあすく センター長 
原田 文子  NPO 法人 KP5000 代表理事 
平井 佑希    元 足立区障がい福祉センターあしすと 就労コーディネーター 
廣野  史子   地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病

院 働き方改革相談員 
福田 一行  国立研究開発法人国立がん研究センター 企画経営課長 
藤井  薫   大阪府障がい者雇用促進センター主任専門員 
藤川 幸久  医療生活協同組合健文会 総務部長 
藤木 則夫  一般社団法人ダイバーシティ就労支援機構 主任調査員【元独立行政法

人地域医療機能推進機構(JCHO) 理事】 
藤野浩一郎  一般社団法人戸田中央医科グループ 人事部副部長 
藤村 昌之  特許庁職場定着アドバイザー 
渕野   豊    大阪市立なにわ高等特別支援学校 進路指導主事 



古村 ゆかり 日本医療科学大学 講師 
保坂 幸司  NPO 法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク 事務局長 
堀江 美里  NPO 法人 WELS`新木場 就業・生活支援センターWEL‘STOKYO セン

ター長 
本田 隆光   いわき基幹相談支援センター 
槇原  聡美   洛和会ヘルスケアシステム 企業在籍型職場適応援助者 
松井 信乃  株式会社ＪＲ東日本グリーンパートナーズ（東日本旅客鉄道株式会社 

特例子会社） 代表取締役社長 
松為 信雄  東京通信大学人間福祉学部教授 
松木 優実  南医療生活協同組合南生協よってって横丁 主任 
松浦  克  ハートコンサルティング 代表 障害者雇用プロデューサー（社会保険

労務士） 
松島 身和  JA 長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 看護師長 
皆川 幸治   社会福祉法人熊谷礎福祉会障がい者就業・生活支援センター遊谷 所長

代理 
皆見 一之  医療法人社団星晶会介護老人保健施設伊丹ゆうあい 総務 
武藤  真理   足立区障がい福祉センター 作業療法士 
望月 春樹  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業リハビリテーション

部指導役 
森屋 直樹  山梨大学 障害学生修学支援室 
森山  弘枝   横浜市立大学附属市民総合医療センター 障害者業務指導員 
八幡 勝也    医療法人住田病院 副院長 
山田  雅彦  厚生労働省総括審議官【元障害者雇用対策課長】 
吉田 昭一  一般社団法人日本海員掖済会宮城利府掖済会病院 総務課長 
依田 晶男  医療機関の障害者雇用ネットワーク代表【元内閣府障害者施策担当参事

官（障害者施策推進本部 障害者施策推進課長会議議長）】 
呼子 修一   特定医療法人財団博愛会博愛会病院 事務課長 
若杉 哲文  東京都教育委員会就労支援アドバイザー 
和田 順平  社会福祉法人恩賜財団済生会静岡済生会総合病院 経営企画課 
渡辺 歩美  大阪府立なにわ高等支援学校 進路主任 
渡邉 利絵  公益財団法人健和会健和会大手町病院 整形外科医師 


