
氏名

年齢

勤務先名

所属支部

橋本　宏行

53

大阪府済生会中津病院

中支部

新人教育プログラムが設定された年度から１０年余り、府士会の新人教育部及び生涯学習
部部員として新人教育研修会、研修会の開催に関わりました。
また大阪市北ブロックを立ち上げた時に数年間部員としてブロック運営に携わりました。

府士会は市区町村士会を推し進めています。現在、大阪市北区の先生方と協力し、大阪市
北区理学療法士会の立ち上げに尽力しています。
府士会は様々な活動を行っています。その活動に対して、盲目的に賛成するのではなく会
員の皆さんにとって有益な活動に対しては賛成し、「これは有益な活動になるのか？」と
思うものには総会の場などで意見を述べたいと考えています。
今後の府士会の活動が、社会的にも会員の皆さんにとっても有益なものになっていくよう
期待し、代議員として責務を果たしていく所存です。

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

藤田　暢一

34

森之宮病院

中支部

無し

　この度、大阪府理学療法士会の代議員に立候補させて頂きました藤田暢一と申します。
　今回代議員に立候補した理由は、私の周りで一緒に働いている人たちの意見をしっかり
と府士会に伝えたい、また、府士会の指針を周りの人たちに知らせていきたいと考えたか
らです。
　現在、府士会は市区町村と協力して地域包括ケアシステムの構築を図っており、理学療
法士の働く場は病院のみという時代ではなくなりました。働く場が変化するだけではなく
理学療法士に求められる役割も多様性を増しており、病気や傷害の治療者としてだけでな
く、動作や活動・環境のアドバイザーや地域住民への予防運動の啓発など、より多岐に渡
るようになりました。これらの変動の中で、私達のやりたいこと・やらなければならない
ことは何なのか、患者さんやその家族・地域の皆さんが幸せに暮らしていくために、私達
には何ができるか。そのような事を考え、新しい一歩を踏み出す人を応援し、その活躍の
場を広げていけるようにすること、またそのような活動を府士会全体へ発展していく仕組
みを作ることが、私の望みです。
　微力ではございますが、会員の皆様のお役に立てるよう頑張りたいと思います。どうぞ
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

濱田　浩志

57

独立行政法人　地域医療機能推進
機構　大阪病院

中支部

・府士会活動
　平成２６年度福島区民公開講座講演：平成２６年１１月１６日開催
・他
　奈良県理学療法士会理事：平成１１年度～１６年度（３期）
　第１１回奈良県理学療法士学会学会長：平成１３年６月１７日開催

理学療法士として、急性期、回復期、療養・介護、在宅等との連携が大切なことは理解さ
れていると思いますが、現状、十分な連携は取れていないように感じます。
在籍する地域での連携活動を行い、現場で活躍している理学療法士からの情報収集に努め
、理学療法士が、理学療法士会が社会に役立つように協力ができればと思い、また、会員
の声を士会へ届けるために、立候補をさせていただきました。
ご支援のほど、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

坂口　史紘

39

南大阪病院

中支部

平成１５年～平成１９年　福利厚生部部員
平成２０年～平成２８年　福利厚生部部長
平成２９年～　　　　　　広報部部員
平成２５年～平成２９年　学校保健活動特別委員会委員
平成３０年～　　　　　　学校保健活動特別委員会委員長
平成２６年～平成２７年　大阪府理学療法士会選出の協会代議員

この度、中支部より府士会代議員に立候補致します坂口史紘と申します。私は平成１５年
より府士会活動に携わり、現在も部及び委員会での活動を行っております。その間に、大
阪府理学療法士会も時代の変化に伴い、活動や組織のあり方を変えてきました。
そして、現在は全国に先駆けて府士会の支部化と代議員制度の導入を行うことになりまし
た。これは地域包括ケアシステムの開始に伴った地域住民、行政のニーズに府士会が対応
していくための重要なターニングポイントになると考えます。
この重要な時に、これまでの士会活動で培ったものを、少しでも役立てるとともに、私の
所属する中支部及び住之江区で勤務されている理皆さんと府士会の橋渡しになるべく代議
員に立候補させていただくことを決めました。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

花﨑　太一

35

大阪回生病院

中支部

２００７年～２０１０年　公社）大阪府理学療法士会大阪市北ブロック　協力員
　　　　　　　　　　　　（新人症例発表会、介護技術講習会）
２０１１年～２０１４年　公社）大阪府理学療法士会　生涯学習部部員
　　　　　　　　　　　　（大阪市北ブロック　学術部員兼務）
２０１５年～２０１７年　公社）大阪府理学療法士会大阪市北ブロック　副ブロック長
２０１６年　　　　　　　淀川区地域市民公開講座　準備委員長
２０１７年～　　　　　　公社）大阪府理学療法士会大阪市北ブロック　ブロック長

この度、代議員に立候補致します　大阪回生病院の花﨑太一と申します。
私は、これまでの約１０年間　大阪市北ブロックにて、多岐に渡る事業に携わりました。
微力ではございますが、今までの経験を活かし、府士会活動を通して少しでも会員の
皆様のお力になれるよう尽力していく所存でございます。
また地域包括ケアシステムが進む中で、介護予防活動、地域ケア会議等の事業に関して、
地域と連携を図り現在取り組んでいます。
これらの事業に関しても、今後更なる発展ができるように活動していきたいと考え、
立候補を決意しました。皆様の声を、大阪府理学療法士会へ反映したいと考えます。
何卒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

門田　淳志

37

かなえるリハビリ訪問看護ステー
ション

中支部

なし

日本の高齢化への対策として地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、各市町村
や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくこと
が必要と言われています。これに応えられる士会の組織体制の構築のために、私が約８年
間、地域に密着し訪問看護ステーションで勤務した実績を活かして、役員・理事・幹事の
選出に貢献することを約束します。

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

高尾　弘志

26

大阪急性期・総合医療センター

中支部

平成２９年－現在　（公）　大阪府理学療法士会　障害者保健福祉部　部員
平成２９年７月　　　大規模地震時医療活動訓練　大阪ＪＲＡＴ避難所支援　支援者
平成３０年７月　　　大阪府理学療法学術大会　運営委員
平成３０年９月　　　大阪市南ブロック難病療養相談会　従事者

この度、大阪府理学療法士会　（以下、大阪府士会）　代議員に立候補致しました、大阪
急性期・総合医療センターの高尾弘志と申します。私はこれまで障害者スポーツや災害時
の避難所支援活動、ブロック活動等で大阪府士会の活動事業に携わって参りました。

それらの活動の中で
①大阪府士会の活動事業における情報の収集と拡散の重要性
②顔の見える関係構築の必要性
をとても強く感じました。現在、大阪府士会の会員数は７０００名を超え、上記２点を達
成する事は容易では無いと存じます。また、今後は大阪府士会の支部化に伴い、理
学療法士のみでなく行政機関や他職種との連携がより必要となってくると思います。

より多くの情報を共有し、大阪府士会員の皆様並びに行政機関等との関係構築を図る為の
橋渡し役として一役を担いたいと思い立候補を決意致しました。
若輩者ではございますが、皆様方のご支援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

堀江　淳

41

嘉誠会ヴァンサンク　ポルテ

中支部

財務部部員として約１０年間在籍、難病患者療養相談会に平成２４年度から毎年参加、
介護技術講習会に講師やアシスタントとして参加、車いすテニスなどに参加

私は、現在、通所介護でリハビリテーションに携わっています。退院してきた患者様が在
宅生活を送っていく為にいろいろな施設でリハビリをされます。その時に、病院や通所
サービス、訪問サービスなど、地域のリハビリ施設のセラピスト同士がうまく連携を取れ
るとよりスムースにリハビリが出来ると感じています。そこで、平成２８年から同好会の
ような位置づけで組織を作り、東住吉区を中心に、セラピスト間の「顔なじみの関係作
り」をしてきました。そして、行政や包括支援センター、他の職種の方々にもリハビリ組
織の存在を知って頂く為に、正式な形で「東住吉区リハビリテーション連絡会」を設立
し、いろいろな活動を行ってきました。その結果、多職種の方々にも少しずつリハビリ団
体として認識して頂けるようになりました。
リハビリ連絡会は、作業療法士や言語聴覚士も加入しています。地域住民や多職種の方々
にとっては、リハビリ窓口として３士会のまとまった組織があるほうが都合は良いと思い
ますのでリハビリ連絡会はこれからも発展させていく必要があると考えています。平成３
１年４月には「東住吉区理学療法士会」の設立も予定していますが、リハビリ連絡会と区
士会がうまく共存しいく事は、東住吉区にとって非常に有益だと考えています。これから
のリハビリテーションは、予防領域にも多くの需要があり、より地域との関わりが大切に
なってきます。その為にも、リハビリ職が地域の中にしっかりと浸透していけるような組
織作りをしていきたいと思っています。
私が代議員になる事が出来れば、東住吉区及び周辺地域の理学療法士の声や地域での活動
内容などを府士会にしっかり伝えていき、東住吉区及び周辺地域で働く理学療法士の活動
がよりやりやすくなるように働きかけたいと思っております。また、地域行政との連携も
より密に行うことで信頼関係を築き、地域活動にも積極的に参加し地域住民にも理学療法
士の事をもっと知って頂き、地域貢献出来るようにしたいと思っております。どうぞ宜し
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

桝井　貴史

38

神原病院

中支部

２００７年４月～２０１３年３月　大阪府理学療法士会　大阪市北ブロック　役員
２００９年４月～２０１１年３月　大阪市北ブロック　新人症例発表会　準備委員長
２０１２年中旬～２０１３年３月　区民公開講座推進委員長
２０１１年４月～２０１３年３月　大阪市北ブロック　副ブロック長

国民の健康とリハビリテーションには、理学療法の発展と理学療法士の活躍が重要です。
しかしながら、現状の理学療法士の職能および教育には多くの課題があります。
代議員に立候補するにあたり、理学療法士の課題についての私の考えを述べます。

教育面：理学療法士とは何ができるのか、理学療法士の専門性を明確にすべき。
　　　　理学療法士ができて当たり前の技術とは何か、どのように修得するのか。

学術面：理学療法の専門性の医学的価値について確立すべきです。
　　　　動作能力の基盤たるｉｍｐａｉｒｍｅｎｔの医学的地位が重要です。
　　　　専門性の医学的価値が認められれば、理学療法士の地位は上がります。

職能面：理学療法士の専門性を活かせる職域は医療・介護だけではありません。
　　　　予防、検査・測定において、その地位が未整備です。
　　　　リハビリテーション領域においても、もっと活躍できるはずです。
　　　　職域が広がれば、有資格者数が同じでも希少度は上がります。

政治面：教育面、学術面、職能面、いずれも政治的な障壁があります。
　　　　政治力を持ち、立ち向かう必要があります。
　　　　全国レベル、府単位、市区町村単位での政治活動が必要になります。

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

木上　秀幸

36

介護老人保健施設雅秀苑

中支部

平成２１年～平成２５年　（公社）大阪府理学療法士会　堺市ブロック　学術部員
平成２５年～平成２９年　（公社）大阪府理学療法士会　大阪市南ブロック　学術部員
平成２９年～現在　（公社）大阪府理学療法士会　大阪市南ブロック　学術部長

２０２５年地域ケアシステムの構築のために様々な動きがあり、医療・介護連携、地域に
根差した活動、ケアマネジャーとの連携、介護予防事業、地域ケア会議への参加、等々、
理学療法士に求められる事が増えつつあります。したがって会員個々のスキルアップは基
より、全体として足並みを揃えて行政とも連携を深めていく事が重要と思われる。しか
し、増えつつある会員の中でも温度差が感じられるのが現状である。そこで、まず自らが
今後求められる理学療法士像に近づくための行動を起こしていく事。さらに、代議員と
なって会員の想いを協会に反映する事。そして、協会が示す方向性を会員に伝えていく
事。以上の想いから、代議員への立候補を決意致しましたので、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

高濵　宏

40

朋愛病院

中支部

平成１５年４月
　　大阪府理学療法士会　福利厚生部部員となる
平成２０年４月
　　大阪府理学療法士会　福利厚生部　副部長に任命
平成２９年４月
　　大阪府理学療法士会　福利厚生部　副部長に任命

　この度、大阪府理学療法士会、代議員に立候補させていただく髙濵宏と申します。
私は平成１５年より大阪府理学療法士会、福利厚生部部員となり、現在は部長として
活動させて頂いております。入局より１５年間、福利厚生部として、リカレント教育や
ミドルマネジメント研修などの事業に携わる中で、理学療法士の教育体制や理学療法士の
質的向上を目指すことの重要性を痛感いたしました。
　今後、理学療法士を取り巻く環境はますます厳しくなってきます。この観点から理学療
法士１人ひとりが医療職として高い質を確保する事が大きな課題となります。そして、
医療分野のみならず、介護分野・地域活動でも信頼を得て理学療法士の職域拡大を行って
いくことがより一層、希求されると考えております。
　このために、社会貢献や地域貢献につながる知識や技術、専門性を広く研鑽できる環境
づくりを目指して、代議員として府士会員の皆様のお声を伝えていきたいと考えておりま
すので、皆様のご支援を賜りますよう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

平木　治朗

68

中支部

研修会部員２期６年
理事１０期２０年
第２回大阪府理学療法学大会準備委員長
第５大阪府理学療法学大会長

この度、全国士会に先駆けて、大阪府理学療法士会は選挙規定を改正し、新たに代議員選
挙になりました。
高齢少子化に伴い、保健医療福祉の充実を求めるために、包括医療体制がますます強化さ
れて行きます。府民の医療福祉保健を担うのはもちろんのことであるが、会員諸氏の身分
を保証するのも士会であると考えている。等士会においては、今年度より会員の学術の面
を保証するために「生涯学習センター」が開設された。
　各市町村における自立支援に積極的に取り組むことにより、保険者機能推進交付金が、
評価結果で交付金額が決定するようである。
　これらを踏まえ、大阪府「中支部会員」の意見を府士会の医療教育活動に生かすために
立候補しました。
　自宅会員（元：星ヶ丘医療センター、森ノ宮医療大学）の平木治朗です。よろしくご支
援をお願いします。

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

岡田　和也

43

大阪府済生会中津病院

中支部

財務部、大阪市南ブロック、医療・介護保険部

　現在の大阪府理学療法士会会員数が約７５００人。毎年新人理学療法士が全国で１万人
以上誕生し、主に医療・介護・教育の分野で活躍しているが、それらの受け皿は飽和状態
が来ることは昨今言われ続けていることであります。
　私は医療・介護保険部にて２年、３年に１回の診療報酬、介護報酬改定には国の動き、
政治が大きく関わっていることを知りました。増え続ける理学療法士の働ける職場を決め
る、職域を増やすことも国の施策に大きく関わってきます。
　市区町村士会は、それぞれの行政とのかかわりによる職域拡大、予防領域の事業などに
もつながること。また今まではあまり士会活動などに関わりの少なかった士会員の先生方
とのコミュニティーの広がりも期待できるかと思います。ブロック活動でのブロック内全
体に活動を広げることには難渋した記憶もありますが、市区町村に在籍する士会員の先生
方と協力していい組織作りをしたいために立候補しました。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

長瀬　正幸

33

かなえるリハビリ訪問看護ステー
ション

中支部

地域包括ケア推進リーダー　取得
介護予防推進リーダー　取得

近年、理学療法士には病院やクリニックなどの医療機関だけではなく、
施設や訪問などでの活躍の場が広がっています。
地域社会の中で介護や予防を必要としている高齢者や障害を抱える方々に対して、
身体的なアプローチだけでなく、その方々の生活や人生を豊かにするような
関わりがとても重要であると考えます。
訪問看護ステーションで働く理学療法士として、地域での強みを生かし、
大阪府士会役員・理事・監事の選出に尽力致します。

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

林　信介

39

医療法人きらら会

中支部

なし

セラピストが活躍する現場は病院だけでなく、クリニックや在宅、スポーツの現場など多
岐に渡ります。分野によってニーズは異なってくると思いますが、どの現場でも利用者様
の想う気持ちを第一に、セラピストがやりがいを持って仕事ができるよう、大阪府理学療
法士会の今後の発展のため、微力ながら協力したく立候補致しました。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

中村　崇秀

26

富永病院

中支部

２０１７年９月　障がい者保健福祉部車いすテニスフィジオサポートボランティア参加
２０１８年９月　障がい者保健福祉部車いすテニスフィジオサポートボランティア参加

　私はこれまで大阪から兵庫県へ通勤していましたが、２０１７年から職場が大阪府に
変わりました。そのため大阪府士会にはまだ１年弱の所属です。これまで微力ながら府
士会活動に参加してきましたが、今後は一層頑張ろうと考えています。
　この度、府士会の組織改革がなされ、より魅力的に生まれ変わりました。その新しいも
のの一つがこの代議員制です。代議員は府士会員の代わりに府士会の総会に出席し、事業
の分析やチェックを行い、並びに組織、運営、管理その他府士会に関する一切の事項につ
いて決議をすることができます。私は府士会の事業を運営、管理、財務状況を確認し、府
士会員の目線で発展的な府運営ができるように行動します。
　決して安いとは言えない会費を私達は毎年支払い続けています。もっと安くならへんか
なと思ったことがあるのではないでしょうか？これはどこかに、”会費”と”得るもの”
とのアンバランスさを感じるからではないかと思います。特に府士会員の多くがしめる２
０代３０代の皆様がこうした思いを感じている現状があるようです。こうした思いが少し
でも減るよう府士会員の皆さんと共に運営のあり方を模索し、若い世代の方々の意見をし
っかりと伝える、これが私のような若手が代議員になる意義だと信じています。
　私は、大阪府士会の皆さんと共に、新しい府士会を作っていきたい。府士会員が満足で
きる府士会活動を行い、もって大阪府民の保健・医療・福祉の発展に資するよう、全力で
取り組んでいきます。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

吉田　真司

39

森之宮病院

中支部

２０１５年～２０１７年：生涯学習部副部長

現在、私は森之宮病院に勤務し、小児領域の理学療法に携わっております。
地域包括ケアシステムの推進にあたり、理学療法士の地域での取り組みが増えています。
そのような中で障害をもつ子どもたちも病院の入院システムだけではなく、外来通院
や放課後等デイサービス、訪問リハビリテーションをはじめ、地域でサポートしていく
体制が必要となっています。
今回の立候補にあたって、これまで培ってきた小児領域での理学療法の経験を基に今後の
小児理学療法の更なる発展とより一層社会から信任が得られる組織づくり、障害をもつ
子どもたちのサポートに微力ながら尽力して参りたいと存じます。
ご支援の程、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

李　華良

45

関西医療学園専門学校

中支部

平成２９年度～　（公社）大阪府理学療法士会　大阪市南ブロック　協力会員
平成３０年度～　（一社）大阪府理学療法士会生涯学習センター　総務部長

私は現在、理学療法士養成校に所属しております。大阪府域で活躍されている会員の
皆様や理学療法士を目指す学生さんの将来のためにも、理学療法士の職域を守り、また拡
大に向けた府士会活動を共に支えていきたいと考え、今回代議委員選に立候補致しまし
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

生島　直樹

39

介護老人保健施設みずほ倶楽部

中支部

２００５～２００８　医療介護保険部　部員
２０１１～２０１２　保健福祉相談部　部員
２０１５～２０１７　大阪市南ブロック　保健福祉部長
２０１７～　　　　　大阪市南ブロック　副ブロック長

この度、代議員に立候補させていただきます、生島直樹と申します。
今回、市区町村との連携強化を目的とした各支部の発足となり、今後ますます地域との
かかわりが重要となってきます。私自身が介護分野で勤務している中で、今後の地域連携
は、病院や施設内におけるそれと類似していると日々感じております。
今までの府士会の活動を深めていくことはもちろん、さらに幅も持たせていく必要がある
と考えています。
大阪が支部としてこれから活動していく中で、感じたことや思っている方向性を理事会で
発信していく機会を頂戴したく、また病院・クリニック・施設・訪問事業・スポーツ事業
等における経験値を発揮したく思い、立候補しました。
ご支援のほど、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

安井　学

50

訪問看護ステーションおおみち

中支部

２０１７／０５／１８　　第２回　大阪市北ブロック研修会「地域リハビリテーション」
講師

私は日頃、訪問看護ステーションからの訪問リハに従事しつつ、地域支援活動にも注力し
ています。
今後、地域包括ケアシステムが醸成する中、我々の業務は治療を中心とした対「個人」か
ら、保健・予防活動や災害支援などを中心とした対「地域」へと徐々にシフトすることで
しょう。
その様な背景において、私は地域や行政機関など、関係者の「生の声」を聴き、これを
会員代表者として我々の組織に伝え、府士会が様々な対象者から真に期待される活動
を実施できるよう尽力したい。

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

柴垣　信介

40

訪問看護ステーション淀川ひまわ
り

中支部

平成１９年より現在まで、大阪市北ブロック役員として活動する
平成２３年にブロック長に就任、平成２６年まで２期４年務める
主に公開講座、難病患者療養相談会事業に携わる

これまでブロック活動に約１０年間携わり、地域への貢献ならびに理学療法士の啓発の
重要性を痛感しております。ブロック活動での経験と信念を生かし、所属地域である
東淀川区での区理学療法士会の設立準備、そしてリハビリテーション連絡会を発足する
ことで地域リハビリテーション職種の連携を推進しています。また、公益社団法人大阪
介護支援専門員協会東淀川区副支部長を務め、地域包括支援センターならびに多職種との
交流を深める中で、リハビリテーションの啓発に努めています。こういった活動を通して
地域の実情を知れば知るほど、さらにブロック活動において他の地域の状況を聞くほど、
それぞれの地域で抱える問題の違いを感じます。中支部は支部の中で最も規模が大きい
ですが、区単位で見た時に全区において体制が充足しているとは言えません。また、
中支部は会員数だけではなく、区単位で細分化されるため理学療法士”会”の数も多い
です。各区の活発な活動はもとより、大阪市として均整ある活動も求められるでしょう。
地域への貢献を過不足なく行い、会員にとって不利益ない活動を推進するためには
それぞれの地域の状況を理解し、要望を吟味して柔軟に対応することが重要と考えます。
そして、各区が足並みをそろえ、大阪市としても、中支部としても結束できるよう地域
からの実際の声を重要視すべきと考えます。地域の声を発信し、それぞれの意見を集約
することに微力ながらも協力できればと考え、代議員に立候補させていただきます。

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

杉本　和規

36

朋愛病院

中支部

２００７年４月～２０１７年５月
公益社団法人　大阪府理学療法士会　社会局　福利厚生部　部員
２０１７年６月～現在に至る
公益社団法人　大阪府理学療法士会　社会局　医療介護保険部　副部長

この度、大阪府理学療法士会代議員に立候補をいたします杉本和規（すぎもとかずのり）
と申します。
私は、平成１９年より大阪府理学療法士会での府士会活動に１０年以上携わっており、
現在は社会局・医療介護保険部で副部長として活動をさせていただいております。
医療・介護保険制度を含めて理学療法士を取り巻く環境が大きく変化をしている今、
理学療法士には多様化する社会的ニーズへ柔軟に対応していける資質が希求されるもの
と考えます。
その中で府士会事業の支部化は、地域ごとの対応範囲の細分化と職域ごとの情報共有の
強化により「理学療法士の質」を担保し社会性の向上を目指していくものと考えます。
そのための組織づくりの一員として貢献していけるよう一層の努力を惜しまない覚悟で
あります。
また代議員として府士会員の皆様へ分かりやすい情報の提供をもって尽力する所存です。
皆様のご支援ご協力を賜りますよう何卒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


