
氏名

年齢

勤務先名

所属支部

岩間　誠司
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清恵会第二医療専門学院

南支部

平成１２年度　（公社）大阪府理学療法士会　泉州ブロック　事務部部長
平成１４年度～平成２８年度　（公社）大阪府理学療法士会　堺市ブロック　事務部部長
平成１４年度　第１４回大阪府理学療法学術大会　学会運営委員
平成１６年度　第１６回大阪府理学療法学術大会　学会運営委員
平成１７年度　第１７回大阪府理学療法学術大会　学会運営委員
平成２１年度　（公社）大阪府理学療法士会　堺市ブロック症例発表会　査読委員
平成２１年度～平成２６年度　（公社）大阪府理学療法士会　調査資料部副部長
平成２５年度　第２５回大阪府理学療法学術大会　広報部部長
平成２５年～　（公社）大阪府理学療法士会　学校保健活動特別委員会運営委員
平成２７年度～平成２８年度　（公社）大阪府理学療法士会　調査資料部部長
平成２９年度　第２９回大阪府理学療法学術大会　広報渉外局局長

私は、理学療法士として臨床分野・教育分野に携わり２４年になります。大阪府理学療法
士会の活動としては、泉州ブロック・堺市ブロックでの事務部を１６年間、社会局調査資
料部を８年間務めさせていただき、また、学術大会の運営にも多く参画させていただきま
した。
その中で、理学療法士の業務拡大や組織活動の成熟を間近で感じながら活動して参りまし
た。これまで、膨大化する組織を、各局各部の事業拡大やブロック制により、現在の組織
や仕組みとして構築され、是正されてきたことも同時に感じております。しかしながら、
流れゆく状況の変化を前にし、さらなるステップアップを続けなければならない時期とな
り、代議員制度の導入に至ったと認識しております。
このステップアップに際し、『南支部』は市区町村士会の最大規模の堺市、さらにはブ
ロック活動が最も盛んな泉州・泉南の地域を擁しております。
私は、『南支部』の活気あふれる大きな声を、基盤となる府士会へしっかり届ける必要が
あると強く感じ、ステップアップの一助となるよう尽力したいと考えております。
是非とも、皆様のご支援を賜りたく、よろしくお願い致します。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

辻岡　大輔
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清恵会第二医療専門学院

南支部

２０１１年７月～２０１７年６月　社会局　会誌編集部　部員
２０１７年６月　第２９回大阪府理学療法学術大会　運営委員
２０１７年７月～現在　社会局　会誌編集部　部長

　この度の組織改編は府士会にとって、また府士会員にとっても大変大きな出来事
と考えています。共益、公益的事業の地域単位での取り組みが重要とされる中、現在設立
が進められている市区町村士会には、より地域に根付いた活動が期待されます。また府士
会員への生涯学習、教育的活動においても、地域のニーズに応じた多様な研修会・講習会
の増加が期待されます。
　そんな各市区町村士会を統括する府士会の役割は大きく、しかし何かしらの方向性を示
しても７，０００人を超える会員への周知は簡単ではありません。そこで微力ながら、府
士会と地域を結ぶ役割として尽力したいと考え、代議員に立候補させていただきました。
府士会や生涯学習センターの役員選出に参加するだけでなく、南支部会員の代表という自
覚と責任をもって、府士会との繋ぎ役を努めたいという所存です。また、新しく始まる代
議員制度ですので、様々な経験を経て、今後に繋げることも重要かと考えます。
　若輩者ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

松川　訓久
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堺市立総合医療センター

南支部

平成９年～平成１４年　大阪府理学療法士会　財務部　部員
平成１５年～平成１８年　大阪府理学療法士会　財務部　副部長
平成２３年～現在　大阪府理学療法士会　堺ブロック　学会部　部員
大阪府理学療法学術大会（第８回、第１０回、第１１回、第１２回、第１３回、
第１７回）準備委員

この度、南支部の代議員へ立候補させて頂きました松川訓久と申します。
近年、我々を取り巻く社会情勢の変化は目まぐるしく、理学療法士としてどの様に医療
・福祉に貢献できるかが問われています。このような社会情勢の変化に対応するために、
会員諸氏の意見を聞き、いち早く対応していく必要があります。今回の支部、市町村士
会の導入に伴う組織改変はこれらに対応するためには大変重要な機会であり、皆様のご
意見を府士会へ届ける代議員の一人として微力ではありますが、その役割を担わせて頂
ければと思い、立候補させて頂きました。何卒、よろしくお願い申し上げます。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

林　誠二
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清恵会三宝病院

南支部

１９９３年～２０００年　社団法人大阪府理学療法士会福利厚生部　部員
２００１年～２０１２年　社団法人大阪府理学療法士会　堺市ブロック
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副ブロック長　兼　学術担当
２０１２年～　　堺市障害支援区分認定審査会　審査委員
２０１３年～　　社団法人大阪府理学療法士会　堺市ブロック　　ブロック長
２０１７年　　　地域包括ケア推進リーダー取得
２０１７年　　　第２９回大阪府理学療法学術大会　副大会長
２０１８年　　　堺市運動器機能予備調査　調査員登録

　２０１３年６月より堺市ブロックのブロック長として、会員の学術活動や堺市から
の委託事業への委員派遣等の調整を行ってきました。市区町村士会設立にあたり
今まで堺市から委託されていた事業も色々あり、上手く次の市区町村士会に繋げ
ていく必要があります。
　ブロック活動が始まった当初は、ブロック会員の学術活動が中心であったが、
府士会の公益事業がブロックに移管され介護技術講習会や市民公開講座の運
営が始まり、２０１６年からは堺市「健康さかい２１計画」に基づく市民へのＣＯＰＤ
の啓発のための、肺年齢測定会への委員派遣もはじまり活躍の場となっています。
更に２０１７年からは堺市介護予防ケアマネージメント検討会への委員派遣が
始まり、各区で開催されているケアマネージメント検討会議に参加いただき臨床
経験を活かしたアドバイスを行ってもらっています。
　私自身も２０００年にブロック活動が始まってから、約１７年と長きに渡り
ブロック活動にも携らせていただきました。ある程度府士会の意向を把握しつつ
ブロック活動を運営してきた経験は、代議員として選出していただいても十分
皆様のお役に立てるものと自負しております。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

西川　正一郎
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葛城病院

南支部

平成１３年～２８年　大阪府理学療法士会泉州ブロック　広報部長
平成２０年　第２０回大阪府理学療法学術大会　運営委員　広報部　部長
平成２２年　第２２回大阪府理学療法学術大会　運営委員　広報部　部長
平成２３～２４年　大阪府理学療法士会　広報部　副部長
平成２５年　第８回大阪府理学療法士会泉州ブロック　新人症例発表会　準備委員長
平成２５年　第２５回大阪府理学療法学術大会　運営委員　スライド係責任者
平成２６年　第２６回大阪府理学療法学術大会　運営委員　会場部進行係責任者
平成２６年　第５４回近畿理学療法学術大会　運営委員
平成２７年　第２７回大阪府理学療法学術大会　運営委員　会誌部　部長
平成２８年　第２８回大阪府理学療法学術大会　運営委員　会誌部　部長
平成２９年～現在　大阪府理学療法士会泉州ブロック　ブロック長

今回、（公社）大阪府理学療法士会代議員選挙が始まるにあたり、私、西川正一郎は
代議員として立候補いたしました。
会員数の多い大阪府理学療法士会において、会員の意見を吸い上げて伝える大切で
意味のある代議員選挙であると感じております。
私がこれまで携わってきました大阪府理学療法士会の活動において、会員への
情報伝達や若手の意見について十分議論出来ていない部分も多々あり、
そういった意見の吸い上げと、新たな提案を真摯に議論できるよう努めたいと思います。
微力ながらお役に立てるよう誠意努力しますので、何卒ご支援の程よろしく
お願い申し上げます。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

加島　知明
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永山病院

南支部

平成２４年～現在　（公社）大阪府理学療法士会　泉州ブロック学術部
平成２９年～現在　（公社）大阪府理学療法士会　保健福祉局　保健福祉相談部

　平成２４年よりブロック活動を通じて大阪府理学療法士会の運営に関わらせて頂きまし
た。
　平成２９年からは保健福祉局保健福祉相談部として、市民公開講座等にて相談業務をさ
せて頂く機会を頂きました。地域の方々より相談を受ける中で、社会の中で理学療法士が
必要とされていることを実感するとともに、我々の専門性への理解が乏しいといった現状
も実感することができました。今後は患者様や利用者様だけではなく、地域の方々に多く
の職能の理解を推進し、信頼を得る必要があると考えます。
　私は現在病院で勤務しておりますが、以前は介護施設でも勤務しておりました。その中
で実際に医療と介護の乖離を感じることもあり、現状の地域包括ケアシステムを活用でき
ていないことを実感しました。私自身その後介護支援専門員の資格を取得し、現在は介護
予防事業に地域の理学療法士として参加させて頂いております。今後は理学療法士が介護
予防の実施や地域ケア会議など市区町村での活動の増加が言われており、理学療法士とし
ての専門性を発揮することで、地域での職域拡大に繋がると考えられます。
　平成３１年度より市区町村理学療法士会が設立されるにあたり、現状の地域包括ケアシ
ステムに対応するためには、地域社会から必要とされると同時に地域社会を支える組織力
の強化が必要と考えます。
　市区町村理学療法士会では、地域におけるリハビリテーションの発展、会員同士の学術
活動の研鑽に寄与していくとともに、代議員として地域の理学療法士の意見を確実に反映
させ、大阪府理学療法士会、生涯学習センターの運営に参加すべく代議員に立候補いたし
ます。
　会員の皆様方のご支援を宜しくお願い申し上げます。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

中司　慶幸
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野上病院

南支部

平成１２年～現在　大阪府理学療法士協会泉州ブロック活動
（運営委員として、広報、事務等で活動）

　私は、堺市で生まれ育ち、養成校卒業後より泉州地域に勤め、この南支部を人生の拠点
としてきました。協会の活動としてはブロック発足当初より泉州ブロックの運営活動に参
加させていただき、ブロック活動を通じ、地域活動の重要性またこの地域の素晴らしさを
感じてきました。
　また地域の中で、府士会員としての地域ケアシステム構築に向けての活動、それ以外に
多職種との連携、病病連携、医療と介度の連携活動等を行ってきました。これらの地域活
動は、各地域での課題や特殊性のあることだと感じております。これらの地域ごとの活動
を推進していけるよう今後、南支部の代議員として、地域の声を、府士会へまた府士会の
活動がより皆様の理学療法士としての生活に結びつけられるよう活動していきたいと考え
ています。精一杯努めてまいりますので、何卒よろしくお願い致します。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

北口　拓也
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大阪労災病院

南支部

平成１６年〜平成２３年　　社団法人大阪府理学療法士会　生涯学習部　部員
平成１７年〜平成２１年　　社団法人大阪府理学療法士会　堺市ブロック　学術部　部員
平成２２年〜平成２４年　　社団法人大阪府理学療法士会　堺市ブロック　学会部　部長
平成２６年〜　　　　　　　堺市障害支援区分認定審査会　審査委員
平成２９年〜　　　　　　　社団法人大阪府理学療法士会　堺市ブロック　学会部　部長

　府士会では来年度より市町村士会が設立されることとなり、その目的の一つとして２０
２５年問題に対する「地域包括ケアシステム」への対応が挙げられています。少子高齢化
や財政状況から地域包括ケアシステムのうち「自助」、「互助」の果たす役割が特に大き
いとされており、それぞれの分野で専門性を発揮することのできる理学療法士に対する行
政の期待値は今後更に高まると考えております。
　一方、それらの期待に応えるためには各セラピストの質の向上及び他職種を含めた連携
が重要となります。堺ブロックでは今まで研修会や行政からの委託事業など様々な活動を
行ってきましたが、堺市理学療法士会となった後もそれらの活動を踏襲しつつ、理学療法
士の一層の職域拡大、地位向上が図れるよう、更に質の高い「学習・学術面」での支援、
会員・施設間及び行政との強固な「連携」が行える組織を構築していきたいと考えており
ます。また堺市は会員数が８００名余りと大阪において最も大きい市町村士会であり、会
員皆様のご意見を府士会に伝えていくことも非常に重要な役割と考えております。
　１０年余りブロック活動に関わらせて頂いた経験を基に尽力いたしますので、皆様のご
支援を何卒宜しくお願い致します。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

今奈良　有
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永山病院

南支部

平成２４年～平成３０年　（公社）大阪府理学療法士会　泉州ブロック学術部
平成２７年～平成２８年　（公社）大阪府理学療法士会　新人教育部　財務担当
平成２９年～平成３０年　（公社）大阪府理学療法士会　総務部

今回、（公社）大阪府理学療法士会がブロック制から市区町村制を導入するにあたり、各
市区町村での理学療法士の役割が重要になると考えます。これまでは各ブロックとして活
動していたことで地域と連携を取る機会も少なかったですが、地域包括ケアを推進するた
めには市区町村制を上手く活用し、各市区町村における理学療法士が地域や行政と連携を
図ることが大切になると考えます。私は９年目の理学療法士でこれまで病院での勤務を続
けてきたため、地域での活動はあまり行ってきませんでした。しかし、昨年骨粗鬆症マ
ネージャーの資格を取得し、院内での骨折患者が退院後に運動を継続できていない現状や
通院の患者がロコモティブシンドロームやフレイル、サルコペニアに該当しているにも関
わらず、同様に運動を行えていない現状にあることが分かりました。まさに高齢化社会に
伴う要介護者が増加していることに繋がると考えます。最近では健康寿命を延伸するため
に各市区町村で運動教室等も普及していますが、まだまだ十分とは言えない現状であると
感じます。ここには我々理学療法士が専門性を持って骨折予防や転倒予防に取り組むこと
でロコモティブシンドロームやフレイル、サルコペニアを予防し、地域包括ケアを推進さ
せることが可能になると考えます。今回、市区町村制を導入することで各市区町村での理
学療法士がそれぞれの地域や行政と連携を図り、これまで以上に地域包括ケアを推進する
ためのお手伝いをさせていただきたく、代議員に立候補させていただきます。会員の皆様
のご支援を宜しくお願い申し上げます。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

平岩　敏志
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ペガサスリハビリテーション病院

南支部

堺市ブロック学術部（平成２４年～　部長：平成２６年～）
府士会事務局　総務部部長（平成２７年～　部長：平成２９年～）

この度、南支部の代議員に立候補しました、堺市にあります
社会医療法人ペガサス　ペガサスリハビリテーション病院の
平岩敏志（ひらいわ　さとし）と申します。
私は堺市ブロック学術部として６年間（部長として４年間）、
新人教育プログラムや生涯学習プログラムにつながる研修会を企画して参りました。
また、府士会では総務部部長として事務局運営に携わらせて頂いております。
今回の代議員選挙は大阪府理学療法士会における大きな節目であると感じており、
微力ではございますが、これまでの府士会やブロックでの経験を活かして
代議員として活動できればと思います。何卒宜しくお願い致します。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

浜田　仙子

41

大阪晴愛病院

南支部

平成１９年～２２年度　大阪府理学療法士会泉州ブロック保健福祉部　部員
平成２３・２４年度　大阪府理学療法士会　高齢者保健福祉部　部員
平成２３年～２９年度　大阪府理学療法士会泉州ブロック１０１事業担当
平成２５年～３０年度　大阪府理学療法士会泉州ブロック１０２事業担当
平成２３年～２９年度　大阪府理学療法士会泉州ブロック保健福祉部　副部長
平成３０年度　大阪府理学療法士会泉州ブロック保健福祉部　部長

私は平成１９年度より大阪府理学療法士会泉州ブロック保健福祉部部員として介護技術講
習会や市民公開講座の運営に携わってまいりました。また、新人症例発表会やケアマネ
ジャーとの合同研修会等様々なブロックでの事業運営にも積極的に関わってまいりまし
た。　　　　
私はブロック活動に携わる中で地域で働く理学療法士が、行政や多職種との連携を図るだ
けでなく、専門性を発揮し健康増進や予防分野において職域拡大を行っていく必要がある
と感じております。平成３１年度より市町村士会が設立されますが、新しい組織体制の
中、地域で働く理学療法士の思いや意見をきちんと反映させることが重要であると思い、
その役割を担うためこの度代議員として立候補させていただきました。
今まではブロックでのより良い組織運営を考えてまいりましたが、南支部の代議員として
会員の意見を反映させ、府士会のより良い運営に関わりたいと思いますので、よろしくお
願い申し上げます。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

藤井　隆文

40

葛城病院

南支部

（府士会活動）
平成２５・２６年　保健福祉局　保健福祉相談部　副部長
平成２７年～　　保健福祉局　保健福祉相談部　部長

（ブロック活動）
平成２６年　泉州ブロック　高齢者保健福祉部　運営協力委員
平成２８年　泉州ブロック　高齢者保健福祉部　運営委員
平成３０年　泉州ブロック　高齢者保健福祉部　副部長

平成２５年より保健福祉局保健福祉相談部に在籍し、３局合同理学療法（士）啓発イベン
トや市民公開講座、介護技術講習会などで相談ブースを設置し、府民の方々からの声を直
に聴いてまいりました。また、大阪パーキンソン病友の会より講演依頼を受け講演を通し
て様々なご意見をいただきました。ブロック活動では市民公開講座や介護技術講習会、Ｐ
Ｔ・ＣＭ合同研修会などに運営スタッフとして参加してきました。
今回の府士会組織改編により地域での積極的な活動が期待される反面、組織としての強固
な連携も必要と考えております。地域包括ケアシステムが推進されている中で理学療法士
に対しての期待や果たすべき役割は多くあると感じております。
私は代議員として今までの経験を活かしつつ連携強化に努めていきたいと考えておりま
す。
どうぞよろしくお願いいたします。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

福本　悠樹

26

関西医療大学保健医療学部

南支部

日本基礎理学療法学会　企画部会部員（若手研究推進委員会）　Ｈ３０年６月～現在

この度、大阪府理学療法士会　代議員選挙に立候補をさせて頂きました、関西医療大学の
福本悠樹でございます。私は、まだ大阪府でのお仕事を拝命したことはありませんが、日
本基礎理学療法学会　企画部会部員として、また理学療法関連の学会での評議員や講師、
大学校友会での役員などとして、主に学術活動の促進に取り組んで参りました。現在に至
るまで、理学療法士の数は増え続け、これからの理学療法士の活躍が社会的にも注目され
ていくことと思われます。しかし一方で、多くの理学療法士が輩出されている今、大阪の
理学療法士の「中枢」となる大阪府理学療法士会から、個々の理学療法士への目は行き届
きにくくなっていくものと思われます。７千有余名の会員数を誇る大阪府理学療法士会
は、全国的にも最大規模の都道府県士会です。この大阪府理学療法士会の発展、強いては
大阪の理学療法力の向上には、大阪の個々の理学療法士を学術的にサポートし、理学療法
力を向上させることにより実現されると考えます。これからは、大阪府の理学療法士の皆
様の理学療法力向上のため、皆様の思いや意見を、是非とも中枢となる大阪府理学療法士
会へ届けていきたい所存です。皆様、ご支援の程宜しくお願い申し上げます。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

前田　孝治

48

日野クリニック

南支部

２００３年６月～２００５年６月
一般社団法人　大阪府理学療法士会　福利厚生部副部長。
２００５年６月～２００８年２月
一般社団法人　大阪府理学療法士会　福利厚生部部長。
２０１５年６月～現在に至る
公益社団法人　大阪府理学療法士会　医療介護保険部副部長。

このたび、大阪府理学療法士会代議員に立候補しました社会医療法人頌徳会日野クリニッ
クの前田孝治（まえだこうじ）と申します。これまで大阪府理学療法士会の社会局で福利
厚生部部長として２期、医療介護保険部副部長として２期、府士会活動に１０年以上携わ
らせていただいております。
代議員の役割として、所属している会員からの声を集約して会員の代表として意見を伝え
る。また会務に参加し微力ながら意見を反映できるものと思っております。
今後も大阪府理学療法士会の動向などわかりやすく伝えていきたいと思っております。な
にとぞ、皆様の心強いご支援をよろしくお願いいたします。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

柳澤　博志

45

りんくう永山病院

南支部

平成２１年～２７年度　大阪府理学療法士会　泉州ブロック役員
平成２１年・２２年度　大阪府理学療法士会広報部　副部長
平成２３年～２８年度　大阪府理学療法士会広報部　部長
平成２９年度より　大阪府理学療法士会広報部　部員
平成２５年度より　大阪府理学療法士会学校保健活動特別委員会　委員　

泉佐野・田尻町士会設立に関わろうと考えております。大阪府理学療法士会の活動を知
る必要があることから立候補いたしました。自身が吸収した情報や経験を地域の理学療法
士と共有し、新人理学療法士にも府士会活動やこれからの理学療法士が進む方向を分かり
易く説明して行きたいと考えております。自身が代議員となり地域と府士会を繋げて行き
たいと考えております。
　若輩者ではございますがぜひとも皆さまのご支援を賜りますよう宜しく
お願い申し上げます。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

山﨑　航

27

関西医療大学保健医療学部

南支部

平成２９年度～現在　　公社）大阪府理学療法士会　ブロック推進部部員
平成２９年度～現在　　公社）大阪府理学療法士会　　泉州ブロック　学術部部員

私は前年度より、大阪府理学療法士会ブロック推進部の部員として事業の財務を担当し、
また、泉州ブロックの学術部員として、ブロックの活動に参加してきました。
今回の代議員制度につきまして、以上の活動で得られた経験を活かすことで支部や府士会
全体の活動に貢献ができればと思い、立候補をいたしました。
特に、自身の様な若い世代の理学療法士に向けて府士会への興味や関心をお伝えし、
皆で未来の理学療法士会を活性する手助けができましたら幸いでございます。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

森岡　俊行

43

のがみ泉州リハビリテーションク
リニック

南支部

私は平成１２年のブロック発足当初から泉州ブロックの運営に関わり、１０年以上に亘り
事務部長を務めさせて頂き現在に至る。また、ブロックでは研修会講師や新人症例発表会
の査読や座長、第９回泉州ブロック新人症例発表会の準備委員長も務めさせて頂いた。
大阪府理学療法学術大会では、第２２回大会にて総務部長と運動器疾患の座長を務めさせ
て頂き、第２３大会では講師を務めさせて頂いた。
その他として、医療・介護保険部の部員として活動した経験や市民公開講座の運営に協力
を行った。

私の立候補の趣旨としては、大阪府理学療法士会の発展には会員各位の意見が反映される
ことが重要と考えております。泉州ブロックで長期に亘り事務部長を任せて頂いた経験
が地域の会員の声を大阪府理学療法士会の運営に反映できるために貢献することができれ
ば幸いと考え立候補させて頂きました。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

近藤　晴彦

47

ベルピアノ病院

南支部

平成１３年４月～平成３０年現在　堺市ブロック保健福祉部所属
平成２５年４月～平成２７年３月　大阪府理学療法士会　高齢者保健福祉部所属

私は堺市にあります、
社会医療法人　生長会　ベルピアノ病院　リハビリテーション室に
所属しております
近藤　晴彦（こんどう　はるひこ）と申します。
この度は代議員選挙の南支部理事に立候補させて頂きます。
現在、大阪府理学療法士会堺市ブロックの保健福祉部に平成１７年より１２年間所属し、
保健福祉部の事業に従事させて頂いております。主な事業として介護技術講習会、市民公
開講座に携わらせて頂いております。介護技術講習会では地域のケアマネジャーや介護ヘ
ルパーの方々への介護技術指導を通しての意見交換や市民公開講座では実際の市民の健康
についてのご相談など、数多く勉強させていただくことがありました。私が理事と成らし
て頂くことで出来るだけ多くの各会員の方々に伝達し、またご意見を聞かせて頂き、我々
理学療法士と地域の皆様にとっての健康と安心・安全な業務でより良い府士会活動や事業
を達成できるよう精進したいと考えております。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

阿部　直也

31

日野病院

南支部

泉州ブロック　公益事業部　部員
大阪府理学療法士会　財務部　部員

組織改編を迎え、この機会に生まれ育った地域に還元したいと思い立候補しました。
この活動で、理学療法士の職域や知名度も広げることができればと考えております。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

所属支部

米谷　元希

43

㈱米谷暮らし研究所

南支部

平成２５年～　　大阪府理学療法士会高齢者保健福祉部長
平成１８年～平成２９年　大阪府理学療法士会泉州ブロック保健福祉部長

「樹木にとって最も大切なものは何かと問うたら、それは果実だと誰もが答えるだろう。
しかし実際には種なのだ。」

大阪府理学療法士会は今大きな転換期を迎えております。

皆様の大切な種となる言葉を伝えていきたいと思います。

府士会活動歴（ブロック活動を含）

立候補の趣旨


