日本作業療法士協会・都道府県作業療法士会事務局一覧
士会名

事務局施設

北海道作業療法士会 北海道作業療法士会

事務局〒

事務局住所

事務局TEL

事務局長

ホームページ

011-398-3222 浅野 葉子

http://www.haot.jp/

青森県作業療法士会 弘前大学大学院保健学研究科内 036-8564 弘前市本町66-1

0172-39-5988 平川 裕一

http://aomoriot.org/

岩手県作業療法士会 いわてリハビリテーションセンター内 020-0503 岩手郡雫石町七ツ森16－243

019-691-1588 大久保 訓

http://iwate-ot.or.jp/index.html

宮城県作業療法士会 宮城県作業療法士会

980-0802 仙台市青葉区二日町18-25ｼｬﾙﾑ二日町603

022-263-0098 畑中 一枝

http://www.miyagi-ot.jp/

秋田県作業療法士会 秋田県作業療法士会

010-0041 秋田市広面字屋敷田25-2 ｾｼﾞｭｰﾙｴｽﾄ105

018-837-0552 湊 洋太

http://akita-ot.jpn.org/

山形県作業療法士会 済生会山形済生会病院内

990-8545 山形市沖町79-1

023-682-1111 佐藤 寿晃

http://yamagata-ot.jp/

福島県作業療法士会 太田西ノ内病院内

963-8558 郡山市西ノ内2-5-20

024-925-1188 木村 隆行

http://fukushima-ot.jp/

茨城県作業療法士会 茨城県作業療法士会

310-0034 茨城県水戸市緑町3-5-35茨城県保健衛生会館内

029-302-7092 小森 裕一

http://medical.ibaraki-ot.org/

栃木県作業療法士会 マロニエ医療福祉専門学校内

328-0027 栃木市今泉町2-6-22

0282-27-8425 林 訓志

http://www.tochi-ot.com/

群馬県作業療法士会 群馬県作業療法士会

371-0025 前橋市紅雲町1-7-12住宅公社ﾋﾞﾙ4階

027-224-4649 長谷川 明洋 http://www.gunma-ot.com/

埼玉県作業療法士会 埼玉県作業療法士会

350-0435 入間郡毛呂山町下川原912-5

049-294-9900 大橋 幸子

http://hp.ot-saitama.or.jp/

千葉県作業療法士会 千葉県作業療法士会

266-0031 千葉市緑区おゆみ野4-21-1スカイビルおゆみ野2階

050-3713-7864 有川 真弓

http://www.chiba-ot.ne.jp/

東京都作業療法士会 東京都作業療法士会

160-0022 新宿区新宿5-4-1 新宿Ｑフラットビル501

03-6380-4681 中里 武史

http://tokyo-ot.com/

231-0011 横浜市中区太田町4-45第一国際ビル301

045-663-5997 金山 桂

http://kana-ot.jp/

新潟県作業療法士会 新潟県作業療法士会

950-0872 新潟市東区牡丹山3-1-11 三森ﾋﾞﾙ301

025-279-2083 片桐 貴利

http://www.niigata-ot.com/

富山県作業療法士会 富山医療福祉専門学校内

936-0023 滑川市柳原149-9

076-476-0707 島津 康二

http://toyama-ot.sakura.ne.jp/

石川県作業療法士会 石川県作業療法士会

921-8043 金沢市西泉3-28 東和第三ビル201

076-259-0678 麦井 直樹

http://www.ishikawa-ot.com/

福井県作業療法士会 有限会社 ケア・ユニット内

910-0063 福井市灯明寺1-2401

0776-37-3333 大嶋 康介

http://www.fuku-fuku-ot.jp/

山梨県作業療法士会 甲府城南病院内

400-0831 甲府市上町753-1

055-241-5811 三瀬 和彦

http://ot-yamanashi.org/

神奈川県作業療法士会

神奈川県作業療法士会

060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ﾋﾞﾙ711

長野県作業療法士会 くろさわ病院ケイジンリハセンター内 385-0051 佐久市中込3-15-6

0267-78-5133 阿久澤 秀徳 http://www.ot-nagano.org/index.html

岐阜県作業療法士会 平成医療短期大学内

501-1131 岐阜市黒野180

058-234-6763 山河 陽一

http://gifu-ot.com/

静岡県作業療法士会 静岡県作業療法士会

420-0033 静岡市葵区昭和町9-5 第2大石ビル8階

054-266-6561 岩井 幸治

http://www.otshizuoka.com/

愛知県作業療法士会 中部大学生命健康科学部作業療法学科 487-8501 春日井市松本町1200

0568-51-9460 澤田 泰洋

http://www.syachihoko.com/

三重県作業療法士会 ユマニテク医療福祉大学校内

510-0854 四日市市塩浜本町2-36

0593-49-2288 佐藤 明俊

http://mieot.com/

滋賀県作業療法士会 近江温泉病院総合リハビリテーションセンター内

527-0145 東近江市北坂966

0749-46-8128 石黒 望

http://www.shiga-ot.jp/

京都府作業療法士会 京都市地域リハビリテーション推進センター内 604-8854 京都市中京区壬生仙念町30

090-6982-2943 上垣 幸衛

https://kyoto-ot.jimdo.com/

大阪府作業療法士会 大阪府作業療法士会

540-0004 大阪市中央区玉造2-16-8 玉造井上ビル 6階

06-6765-3375 岸村 厚志

http://osaka-ot.jp/

兵庫県作業療法士会 兵庫県作業療法士会

653-0835 神戸市長田区細田町5-2-25ライオンビル東館301

078-939-4495 森川 孝子

http://ot-hyogo.or.jp/

奈良県作業療法士会 奈良県作業療法士会

636-0151 生駒郡斑鳩町龍田北4-2-26

0745-47-0823 毛利 陽介

http://www.naraot.jp/

073-460-9575 明間 順子

http://wakayama-ot.jp/

和歌山県作業療法士会

琴の浦リハビリテーションセンター内 641-0014 和歌山市毛見1451番地

鳥取県作業療法士会 養和病院内

683-0841 米子市上後藤3-5-1

0859-29-5351 山下 大輔

http://tottori-ot.jp/

島根県作業療法士会 大田市立病院内

694-0063 大田市大田町吉永1428-3

0854-82-0330 陶山 幸弘

http://www.shimane-ot.jp/

岡山県作業療法士会 万成病院内

700-0071 岡山市北区谷万成1-6-5

086-256-2701 藤川 信

http://www.okayama-ot.or.jp/

広島県作業療法士会 広島県作業療法士会

731-3622 山県郡安芸太田町下殿河内131-2

090-5377-9922 川原 薫

http://hiroshima-ota.kir.jp/

山口県作業療法士会 山口県作業療法士会

753-0851 山口市大字黒川2572-1メゾン西京103

083-920-0171 高山 直美

http://www.y-ot.jp/

徳島県作業療法士会 徳島医療福祉専門学校

771-4307 勝浦郡勝浦町大字三渓字平128-1

0885-42-4810 坂東 仁志

http://www.tokushimaot.com/

香川県作業療法士会 四国医療専門学校内

769-0205 綾歌郡宇多津町浜5番丁62-1

0877-41-2330 山川 公彦

http://kagawa-ot.or.jp/

愛媛県作業療法士会 愛媛十全医療学院内

791-0385 東温市南方５６１

089-966-6420 丹生谷 哲哉 http://www.otehime.org/

高知県作業療法士会 高知県作業療法士会

780-0870 高知市本町5-6-48本町深田ビル5F 南号室

088-875-0720 矢野 勇介

http://kochiot.com/

福岡県作業療法協会 福岡県作業療法協会

802-0044 北九州市小倉北区熊本1-9-1 ONE OFF第2ビル101

093-952-7587 中川 昇

http://www.fuku-ot.org/

佐賀県作業療法士会 医療福祉専門学校緑生館内

841-0074 鳥栖市西新町1428-566

0942-84-5100 熊谷 隆史

http://www.sagaot.com/

長崎県作業療法士会 長崎大学医学部保健学科作業療法学専攻内 852-8520 長崎市坂本1-7-1

095-816-2000 田中 浩二

http://www.nagasaki-ot.com/

熊本県作業療法士会 熊本県作業療法士会

861-8045 熊本市東区小山町2-25-17グランレーヴ壱番館103

096-389-6780 本田 直

http://www.kumamoto-ot.jp/

大分県作業療法協会 大分県作業療法協会

870-0038 大分市西春日町3-2

097-547-8662 藤原 肇

http://www.oita-ot.com/

宮崎県作業療法士会 デイサービス未来図内

880-0055 宮崎市南花ヶ島町281-5

080-7980-6725 金子 茂稔

http://www.miyazaki-ot.9syu.net/

892-0853 鹿児島市城山町1-13ナポリビル4F

099-225-8222 玉利 竜二

http://kagoshima-ot.jp/

903-0804 那覇市首里石嶺町4-373-1

098-988-3711 三枝 秀平

http://www.okinawa-ot.net/

03-5826-7871 荻原 喜茂

http://www.jaot.or.jp/

鹿児島県作業療法士協会

鹿児島県作業療法士会

沖縄県作業療法士会 沖縄県総合福祉センター内

日本作業療法士協会 一般社団法人 日本作業療法士協会 111-0042 東京都台東区寿1-5-9 盛光伸光ビル7F

