
公益社団法人 大阪府理学療法士会  

令和 4年度・5年度 代議員選挙 北支部立候補者 

 

１．北支部代議員定数 18名 

２．立候補者     13名（立候補意思申請順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．上記立候補者は，無投票当選となる（選挙規程第 11条 4項）． 

４．立候補者が定数に満たない場合，支部単位で理事会が選任する（選挙規程第 11条 5項） 

  5名の代議員を理事会から選任 

５．各支部は補欠代議員 3 名を選出する．立候補者が代議員定数を超えなかった場合，理

事会が当該支部の会員から選任する（実施要綱９開票（４）当選について）． 

  北支部 代議員立候補意思確認者 

  氏名 所属先 

1 塚川 亮祐 株式会社フルーション 

2 池上 泰友 愛仁会リハビリテーション病院 

3 都留 貴志 市立吹田市民病院 

4 入江 保雄 大阪府済生会吹田病院 

5 山根 章 大阪府済生会吹田病院 

6 松本 浩希 市立吹田市民病院 

7 花房 義和 関西リハビリテーション病院 

8 山木 健司 高槻病院 

9 中前 喬也 北大阪ほうせんか病院 

10 松永 裕貴 栗本整形外科 

11 篠川 健治 箕面市立介護老人保健施設 

12 野口 周寛 医療法人マックシール巽病院 

13 森實 徹 株式会社フルーション 

 





























公益社団法人 大阪府理学療法士会  

令和 4年度・5年度 代議員選挙 中支部立候補者 

 

１．中支部代議員定数 24名 

２．立候補者     17名（立候補意思申請順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．上記立候補者は，無投票当選となる（選挙規程第 11条 4項）． 

４．立候補者が定数に満たない場合，支部単位で理事会が選任する（選挙規程第 11条 5項） 

  7名の代議員を理事会から選任 

５．各支部は補欠代議員 3 名を選出する．立候補者が代議員定数を超えなかった場合，理

事会が当該支部の会員から選任する（実施要綱９開票（４）当選について）． 

  中支部 代議員立候補者 

  氏名 所属先 

1 海瀬 一也 阪和記念病院 

2 高松 賢司 森之宮病院 

3 平木 治朗 自宅会員 

4 藤田 暢一 森之宮病院 

5 門田 淳志 かなえるリハビリ訪問看護ステーション 

6 木上 秀幸 介護老人保健施設 雅秀苑 

7 森高 良樹 森之宮病院 

8 高尾 弘志 大阪急性期・総合医療センター 

9 前田 孝治 三宝会南港病院 

10 堀江 淳 嘉誠会ヴァンサンク ポルテ 

11 岡田 和也 大阪府済生会中津病院 

12 奥野 友和 大阪急性期・総合医療センター 

13 橋本 宏行 大阪府済生会中津病院 

14 渡辺 健太 介護老人保健施設アロンティアクラブ 

15 山上  拓 大阪鉄道病院 

16 林  信介 医療法人きらら会 

17 生島 直樹 介護老人保健施設みずほ俱楽部 

 





































公益社団法人 大阪府理学療法士会  

令和 4年度・5年度 代議員選挙 東支部立候補者 

 

１．東支部代議員定数 21名 

２．立候補者     12名（立候補意思申請順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．上記立候補者は，無投票当選となる（選挙規程第 11条 4項）． 

４．立候補者が定数に満たない場合，支部単位で理事会が選任する（選挙規程第 11条 5項） 

  9名の代議員を理事会から選任 

５．各支部は補欠代議員 3 名を選出する．立候補者が代議員定数を超えなかった場合，理

事会が当該支部の会員から選任する（実施要綱９開票（４）当選について）． 

  東支部 代議員立候補意思確認者 

  氏名 所属先 

1 青木 修 四條畷学園大学 

2 壹岐 伸弥 川口脳神経外科リハビリクリニック 

3 稲村 一浩 JCHO星ヶ丘医療センター 

4 松山 剛士 喜馬病院 

5 中山 英俊 てらもと通所リハビリテーションセンター 

6 高見 武志 城山病院 

7 藤川 薫 城山病院 

8 西川 篤史 野崎徳洲会病院 

9 藁科 孝佑 森整形外科 

10 山本 亮祐 森整形外科 

11 實光 遼 喜馬病院 

12 奥埜 博之 摂南総合病院 

 



























公益社団法人 大阪府理学療法士会  

令和 4年度・5年度 代議員選挙 南支部立候補者 

 

１．南支部代議員定数 17名 

２．立候補者     16名（立候補意思申請順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．上記立候補者は，無投票当選となる（選挙規程第 11条 4項）． 

４．立候補者が定数に満たない場合，支部単位で理事会が選任する（選挙規程第 11条 5項） 

  1名の代議員を理事会から選任 

５．各支部は補欠代議員 3 名を選出する．立候補者が代議員定数を超えなかった場合，理

事会が当該支部の会員から選任する（実施要綱９開票（４）当選について）． 

  南支部 代議員立候補意思確認者 

  氏名 所属先 

1 米田 浩久 関西医療大学 

2 福本 悠樹 関西医療大学 

3 松川 訓久 堺市立総合医療センター 

4 辻岡 大輔 清恵会第二医療専門学院 

5 中西 信敬 清恵会三宝病院 

6 加島 知明 永山病院 

7 北口 拓也 大阪労災病院 

8 西川正一郎 葛城病院 

9 中司 慶幸 野上病院 

10 藤井 隆文 葛城病院 

11 浜田 仙子 大阪晴愛病院 

12 森岡 俊行 のがみ泉州リハビリテーションクリニック 

13 岩間 誠司 清恵会第二医療専門学院 

14 柳澤 博志 りんくう永山病院 

15 今奈良 有 りんくう永山病院 

16 米谷 元希 米谷暮らし研究所 

 


































