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田坂 厚志
✉：atsushi.tasaka@ohsu.ac.jp

専門分野：心臓（循環器障害）の
リハビリテーション

所在：1号館 6F 個人研究室

第1Q：水曜16:20～17:50
第2Q：水曜16:20～17:50
第3Q：水曜16:20～17:50
第4Q：水曜16:20～17:50

島 雅人
✉：masato.shima@ohsu.ac.jp

専門分野：障がい者スポーツ
所在：1号館 6F 個人研究室

第1Q：金曜11:30～13:30
第2Q：金曜11:30～13:30
第3Q：金曜11:30～13:30
第4Q：金曜11:30～13:30

井上 悟
✉：satoru.inoue@ohsu.ac.jp

専門分野：義肢装具・運動器疾患
所在：1号館 6F 個人研究室

第1Q：火曜 12:30～14:00
第2Q：火曜 12:30～14:00
第3Q：火曜 10:00～10:30、12:00～13:00
第4Q：火曜 12:30～14:00

石倉 隆
✉：takashi.ishikura@ohsu.ac.jp

専門分野：臨床神経学
神経系リハビリテーション学

所在： 1号館 6F 個人研究室

第1Q：月曜、火曜 12;00～13:00
第2Q：月曜、火曜 12;00～13:00
第3Q：月曜、火曜 12;00～13:00
第4Q：月曜、火曜 12;00～13:00

境 隆弘
✉：takahiro.sakai@ohsu.ac.jp

専門分野：スポーツ・リハビリテーション
所在：1号館 6F 個人研究室

第1Q：月曜 13:00～16:10 木曜 14:40～16:10
第2Q：月曜、木曜 16:20～17:50 水曜 10:40～12:10
第3Q：月曜、木曜 16:20～17:50 水曜 13:00～14:30
第4Q：月曜、木曜 16:20～17:50 水曜 13:00～14:30

藪中 良彦
✉：yoshihiko.yabunaka@ohsu.ac.jp

専門分野：子どものリハビリテーション
所在：1号館 6F 個人研究室

第1Q：月曜 9:00～12:10 水曜 9:00～12:10
第2Q：水曜 13:00～14:30 金曜 13;30～17:00
第3Q：月曜 9:00～12:10 金曜 9:00～12:10
第4Q：月曜 9:00～12:10 水曜 16:20～17:50

（メールアドレス）

（メールアドレス）
（メールアドレス）

（メールアドレス） （メールアドレス）



梛 千磨
✉：senma.nagi@ohsu.ac.jp

専門分野：理学療法治療テクニック
所在：1号館 3F 共同研究室

第1Q：火曜 12:10～13:00
第2Q：火曜 12:10～13:00
第3Q：火曜 12:10～13:00 
第4Q：火曜 12:10～13:00

岩田 篤
✉：atsushi.iwata@ohsu.ac.jp

専門分野：脳神経疾患（脳卒中など）の
リハビリテーション

所在：1号館 3F 共同研究室

第1Q：月曜 13:00～14:30
第2Q：月曜 13:00～14:30
第3Q：月曜 11:00～12:30
第4Q：金曜 13:00～14:30

田中 稔
✉：minoru.tanaka@ohsu.ac.jp

専門分野：身体のしくみ、基礎研究
（運動生理・骨格筋・姿勢制御）

所在： 1号館 6F 個人研究室

第1Q：月曜10:30～12:00、13:00～14:30
第2Q：月曜9:00～10:30
第3Q：月曜9:00～10:30
第4Q：月曜9:00～10:30

牧之瀬 一博
✉：kazuhiro.makinose@ohsu.ac.jp

専門分野：理学療法の事例検討
（実践的な理学療法の考え方）

所在：1号館 3F 共同研究室

第1Q：木曜16:30～18:00
第2Q：木曜16:30～18:00
第3Q：水曜16:30～18:00
第4Q：木曜11:00～12:30

相原 一貴
✉：kazuki.aihara@ohsu.ac.jp

専門分野：介護保険領域のリハビリテー
ション（介護・福祉用具）

所在：1号館 3F 共同研究室

第1Q：水曜 14:40～16:10 木曜 12:10～13:00
第2Q：水曜 10:40～13:00 金曜 12:10～13:00
第3Q：水曜 9:00～10:30 金曜 14:40～16:10
第4Q：火曜 13:00～14:30 金曜 13:00～14:30
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津村 宜秀
✉：yoshihide.tsumura@ohsu.ac.jp

専門分野：脳神経疾患（脳卒中など）の
リハビリテーション

所在：1号館 3F 共同研究室

第1Q：木曜 16:20～17:50
第2Q：月曜 14:40～16:10
第3Q：木曜 16:20～17:50
第4Q：月曜 16:20～17:50

貫戸 紗英子
✉：saeko.kanto@ohsu.ac.jp

専門分野：臨床教育
所在：1号館 3F 共同研究室

第1Q：木曜 13:00～14:30
第2Q：木曜 13:00～14:30
第3Q：木曜 13:00～14:30
第4Q：木曜 13:00～14:30

岡 智大
✉：tomohiro.oka@ohsu.ac.jp

専門分野：整形疾患のリハビリテーション
所在：1号館 3F 共同研究室

第1Q：火曜 13:00～14:30 金曜 10:30～12:10
第2Q：火曜 13:00～14:30 金曜 10:30～12:10
第3Q：火曜 13:00～14:30 金曜 10:30～12:10
第4Q：火曜 13:00～14:30 

中村 彩
✉：aya.nakamura@ohsu.ac.jp

専門分野：身体のしくみ、基礎研究
（運動生理・骨格筋・姿勢制御）

所在：1号館 3F 共同研究室

第1Q：木曜 13:00～15:00
第2Q：火曜 12:30～14:00 水曜 11:00～13:00
第3Q：火曜 12:30～16:00 水曜 11:00～13:00
第4Q：水曜 11:00～13:00 木曜 11:00～13:00

文本 聖現
✉：seigen.fumimoto@ohsu.ac.jp

専門分野：理学療法臨床教育
所在：1号館 3F 共同研究室

第1Q：水曜 16:20～17:50 木曜 9:00～10:40
第2Q：水曜 16:20～17:50 木曜 9:00～10:40
第3Q：水曜 16:20～17:50 木曜 9:00～10:40
第4Q：水曜 16:20～17:50 木曜 9:00～10:40
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（メールアドレス）



林部 美紀
✉：miki.hayashibe@ohsu.ac.jp

専門分野：急性期分野・メイクアップ分野
所在：1号館 3F 共同研究室

第1Q：水曜13:00～14:30
第2Q：木曜14:40～16:10
第3Q：火曜13:00～14:30
第4Q：金曜14:40～16:10

吉田 文
✉：aya.yoshida@ohsu.ac.jp

専門分野：精神障害領域・動物介在介入
所在： 1号館 2F 個人研究室

第1Q：月曜10:40～12:10、水曜16:20～17:50
第2Q：月曜10:40～12:10、水曜10:00～11:30
第3Q：月曜10:40～12:10、水曜16:20～17:50
第4Q：月曜16:20～17:50、水曜13:00～14:30

井口 知也
✉：tomoya.iguchi@ohsu.ac.jp

専門分野：介護分野・スポーツ分野
所在： 1号館 3F 個人研究室

第1Q：火曜12:00～13:00、木曜11:00～12:00
第2Q：火曜12:00～13:00、水曜12:00～13:00
第3Q：火曜12:00～13:00、木曜11:00～12:00
第4Q：火曜12:00～13:00、木曜11:00～12:00

（メールアドレス）

（メールアドレス）（メールアドレス）

森本 かえで
✉：kaede.morimoto@gmail.com

専門分野：精神科分野
所在：1号館 2F 個人研究室

第1Q：月曜13:00～16:00
第2Q：月曜13:00～16:00
第3Q：月曜13:00～16:00
第4Q：月曜13:00～16:00

（メールアドレス）



寺村 晃
✉：akira.teramura@ohsu.ac.jp

専門分野：小児分野・国際交流
所在：1号館 3F 共同研究室

第1Q：火曜12:00～14:00
第2Q：火曜12:00～14:00
第3Q：火曜12:00～14:00 
第4Q：火曜12:00～14:00

岡山 友哉
✉：tomoya.okayama@ohsu.ac.jp

専門分野：回復期分野
所在：1号館 3F 共同研究室

第1Q：火曜 12:00～13:00 金曜 12:20～13:00
第2Q：火曜 12:00～13:00 金曜 12:20～13:00
第3Q：火曜 12:00～13:00 水曜、金曜 12:20～13:00 
第4Q：火曜 12:00～13:00 水曜 12:20～13:00

（メールアドレス）（メールアドレス）

渡部 雄太
✉：yuta.watanabe@ohsu.ac.jp

専門分野：老年期領域の作業療法
所在：1号館 3F 共同研究室
第1Q：月曜9:00～10:30、火曜13:00～14:30

水曜10:40～12:10、木曜9:00～10:30
第2Q：月曜13:00～14:30、火曜13:00～14:30

水曜16:20～17:50、木曜9:00～10:30
第3Q：月曜9:00～10:30、水曜16:20～17:50
第4Q：月曜16:20～17:50、火曜14:40～16:10

水曜、木曜9:00～10:30

（メールアドレス）



藤岡 重和
✉：shigekazu.fujioka@ohsu.ac.jp

専門分野：循環器内科学・感染症学
所在：1号館 2F 個人研究室
第1Q：木曜 12:10～13:00 金曜 12:10～13:00
第2Q：木曜 12:10～13:00 金曜 12:10～13:00
第3Q：木曜 12:10～13:00 金曜 12:10～13:00
第4Q：木曜 12:10～13:00 金曜 12:10～13:00

中村 憲正
✉：norimasa.nakamura@ohsu.ac.jp

専門分野：スポーツ整形外科
所在： 1号館 2F 個人研究室
第1Q：
第2Q：
第3Q：
第4Q：

松井 理直
✉：michinao.matsui@ohsu.ac.jp

専門分野：認知科学・心理学・言語学
所在： 1号館 6F 個人研究室

第1Q：月曜13:00~14:30
第2Q：月曜13:00~14:30
第3Q：月曜13:00~14:30
第4Q：月曜13:00~14:30

木村 晃大
✉：akihiro.kimura@ohsu.ac.jp

専門分野：神経生理学・視覚
所在：1号館 3F 共同研究室

第1Q：月曜12:00～13:00
第2Q：月曜12:00～13:00
第3Q：火曜12:00～13:00 
第4Q：火曜12:00～13:00

（メールアドレス）
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（メールアドレス）

（メールアドレス）



井上 直哉
✉：naoya.inoue@ohsu.ac.jp

専門領域：
所在： 2号館5F共同研究室

前期：水曜9:00～10:30
後期：水曜9:00～10:30

大根 茂夫
✉：shigeo.oone@ohsu.ac.jp

専門領域：成人のコミュニケーション障害
摂食・嚥下障害

所在：2号館 5F 共同研究室

前期：月曜13:00～18:00 水曜13:00～18:00
木曜13:00～18:00 金曜13:00～18:00

後期：月曜13:00～18:00 水曜13:00～18:00
木曜13:00～18:00 金曜13:00～18:00

大西 環
✉：tamaki.oonishi@ohsu.ac.jp

専門領域：成人のコミュニケーション障害
所在： 2号館 5F 共同研究室

前期：月曜12:10～13:00 水曜12:10～13:00
木曜12:10～13:00 金曜12:10～13:00

後期：月曜12:10～13:00 水曜12:10～13:00
木曜12:10～13:00 金曜12:10～13:00

川畑 武義
✉：takeyoshi.kawabata@ohsu.ac.jp

専門領域：子どものコミュニケーション障害
小児摂食嚥下障害

所在： 2号館5F共同研究室

前期：水曜13:00～18:00
後期：水曜13:00～18:00
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（メールアドレス）


