
氏名

年齢

勤務先名

田篭　慶一

45

増原クリニック

２０１７〜２０１８年度　大阪府理学療法士会調査資料部　部長
２０１９年度〜現在　生涯学習センター学術誌編集部　部長
２０２１年度〜現在　生涯学習センター生涯学習局　局長

この度、一般社団法人大阪府理学療法士会生涯学習センター（以下、センター）理事に立
候補いたしました田篭慶一でございます。私はこれまで２期４年間、学術誌編集部部長と
して、また過去２年間は生涯学習局局長として、センターの生涯学習事業に携わらせてい
ただきました。
２０１９年度終わりから新型コロナ感染症の蔓延により、研修会の中止やオンライン形式
への変更を余儀なくされるなど研修事業がままならない中、２０２２年度より日本理学療
法士協会の新生涯学習制度が開始されました。未だ新制度が会員の皆様に十分に浸透して
いないことを痛感しますが、４年後からの登録理学療法士更新時に混乱が生じないよう制
度の周知を図る必要があります。
一方、センター生涯学習局ではコロナ禍での事業運営に苦しみながらも、「学びを止めな
い」をテーマにこれまで学術大会や研修集会、各種研修会を開催してまいりました。ま
た、学習の集大成（論文）を掲載する学術誌を創刊し、ＥＢＰを実践できる場も少しずつ
整いつつあります。これらの活動は、今後もさらに充実・定着させていかなければなりま
せん。
私が理事になりました暁には、オンラインの利便性を活用しつつ、どのような立場の方で
も安心して生涯学習に取り組めるよう、学習環境の整備を進めたいと思っております。微
力ながら精一杯尽力いたす所存ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

府士会活動歴:市町村士会活動を含

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

井阪　美智子

57

関西医療学園専門学校

大阪府理学療法士会総務部：２００６～２０１４
大阪府理学療法士会事務局担当理事：２０１４～２０１６
大阪府理学療法士会生涯学習センター：２０１８～現在に至る

生涯学習センター設立から事務局の立場で運営に携わってまいりました。
引き続き事業運営、財務管理に尽力してまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

府士会活動歴:市町村士会活動を含

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

工藤慎太郎

41

森ノ宮医療大学

２０１５年　第２７回大阪府理学療法学術大会　教育講演およびシンポジスト
２０１９年　第１回生涯学習研修会　講師　２０２１年　第３回生涯学習研修会　講師

　私が生涯学習センターの理事として進めたいことは２点です．１つ目は府民の健康長
寿を支援する学術活動の助成，２つ目は大阪で活躍するＰＴの専門性の向上です．
これら２点を通じ会員の皆様の学術的研鑽を支え，府民の健康に貢献することです．
　１点目は大阪の健康寿命は全国でも下位に位置します．２０２５年の大阪・関西万博に
おいても健康にかかわるテーマになり，大阪府民の健康意識が高まる機会になっていま
す．そこで大阪に在籍する認定・専門ＰＴが主体となり，各専門領域で大阪の健康寿命
の延伸に向けた問題を議論し，課題を設定します．それを解決する実験や研究を広く会
員に募集し，人的・金銭的研究助成を行うシステムを構築したいと考えています．
これらで得た知見を学術大会や研修会，Ｗｅｂ上で発信することで，大阪のＰＴの技術研
鑽や大阪府民の健康に役立てる仕組みを作っていきたいと考えています．
　２点目は学術研修会の研修内容の企画システムの変更です．現在のシステムは市区町
村士会の役員の先生方に多大な負担を強いていると言わざるを得ません．せっかく開催し
ても中々参加者を集めるのも大変といった声を耳にします．現在の各支部から複数名の専
門・認定ＰＴを選出し，基礎，運動器や神経，内部障害，地域理学療法などの領域毎
に８～１０名の部会を作成します．各部会にて数年に一度，大阪府のＰＴに必要な研修コ
ンセプトを決定し，そのコンセプトに基づいた研修会を通じて，会員の皆様の技術研鑽の
未来を示していきたいと考えています．
　私には，日本中の多くの県士会に招かれて講習会や学会での講演をしてきた経験があ
ります．大阪は国内屈指の会員数であり，必ずしも他県の取り組みが功を奏するとは限
りません．そのため，自身の経験に加えて，他の理事や局長，委員や代議員の方々の
お話をよく聞きながら，生涯学習センターの運営に取り組み，大阪のＰＴと理学療法の対
象者の皆様のニーズに応えていける組織にしていきたいと考えています．

府士会活動歴:市町村士会活動を含

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

中川　法一

62

株式会社フルーション 法人本部

Ｈ１１～Ｈ２１、Ｈ２５～Ｈ３０　大阪府理学療法士会　理事
Ｈ３０～　大阪府理学療法士会生涯学習センター　理事
Ｈ１６　第１５回大阪府理学療法学術大会　大会長
Ｒ２　第３２回大阪府理学療法学術大会　大会長
Ｒ３　第６０回近畿理学療法学術大会　大会長

大阪府理学療法士会は全国でもトップクラスの会員数を誇る士会であり、量的には充足を
してきました。しかし質的な部分では決して十分とは言えないのが現状で、学術活動に特
化し会員を支援する目的でＨ３０年に大阪府理学療法士会生涯学習センター（以下、セン
ター）が発足しました。センター構想の立案から創設事業に関わり、発足後は副理事長、
理事長として尽力をしてまいりました。
現在のセンター事業のですが、府士会ではせいぜい年間５～６本だった研修会ですが今年
度は３０数本を開催できております。同時に講師バンクを設立し、多くの若手会員を講師
として登用できています。また、研修会の集大成として全国から著名な講師を招聘し生涯
学習研修集会を開催しています。ＣＯＶＩＤ－１９の規制が緩和されたら、ハンズオンセ
ミナーを再開する所存です。そして、待望の学術誌「総合理学療法学」を創刊することが
できました。さらに、大会長の意向により様態にバラツキがあった大阪府理学療法学術大
会に一定の方向性を示してきました、学会参加に不慣れな若手会員にとっても分かりやす
いモデルを構築していきます。
センター創設から５年が経過し、やっと基盤ができたと思っています。今後も研修事業は
数的増大と質の向上で生涯学習を支援していきたいと考えていますので、どうぞ宜しくお
願いをいたします。

府士会活動歴:市町村士会活動を含

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

都留　貴志

39

市立吹田市民病院

府士会活動歴
２００９年～２０１０年（公社）大阪府理学療法士会　障害者保健福祉部　部員
２０１５年～２０１７年　豊能ブロック新人症例発表会運営委員
２０１７年～２０１８年（公社）大阪府理学療法士会　調査資料部　副部長
２０１８年～現在　　（公社）大阪府理学療法士会　北支部　代議員
２０１８年～２０２０年（一社）吹田市理学療法士会　施設交流部　部長
２０２０年～２０２１年（一社）大阪府理学療法士会生涯学習センター　
臨床実習教育部　部員
２０２０年　　　　　第３２回大阪府理学療法学術大会　準備委員長
２０２１年～現在　　（一社）吹田市理学療法士会　会員管理部　部長
２０２１年～現在　　（一社）大阪府理学療法士会生涯学習センター　
臨床実習教育部　部長

　この度、大阪府理学療法士会生涯学習センターの理事にはじめて立候補します都留
貴志と申します。
　私はこれまで、府士会および生涯学習センターでの活動を約１０年務めさせていた
だきました。その中でも、２０２０年に開催された大阪学会の準備委員長や現在の臨
床実習教育部での活動は学術事業に特化した組織である生涯学習センターの役割を身
近に感じることが出来ました。会員の皆様が生涯にわたって学び続けることを支援す
る関わりができるよう務めさせていただく所存です。

府士会活動歴:市町村士会活動を含

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

稲村　一浩

60

地域医療機能推進機構　星ヶ丘医
療センター

１９９４－１９９９年　障害者福祉部部長
２０１１－２０１７年　ブラック推進部部長
２０１７－２０１９年　北河内ブロック長
２０１８－　２０２２年　大阪府理学療法士会代議員
２０２０年　　枚方市理学療法士会会長　現在

新生涯学習制度となり、大阪は全国に先駆け、
生涯学習センターを一般社団法人として、財政面でも
多くの研修会を開催できる準備をしてきました。
しかし独自ルールが多く、市区町村ＰＴ士会や他の
団体の学術活動の参加が不十分と考え、もっと
登録理学療法士・認定・専門ＰＴの取得・更新が
できる体制が必要と考え立候補しました。

府士会活動歴:市町村士会活動を含

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

射場　一寬

52

清恵会第二医療専門学院

市区町村士会での活動　
２０１９年～　　　　（一社）堺市理学療法士会　理事　
府士会での活動　
２０１１年～２０１８年　臨床実習部部長　
２０１７年　　　　　第２９回大阪府理学療法学術大会　準備委員長　
２０１８年～　　　　学校保健活動委員会　委員　
センターでの活動　
２０１８年　　　　　教育局　臨床実習教育部　　部長
２０１９～２０２０年　　理事（生涯学習局　担当）　
２０２０年　　　　　第３２回大阪府理学療法学術大会　副大会長　
２０２１～２０２２年　　理事（教育局　担当）
　　　　　　　　　第６０回近畿理学療法学術大会　学術局局長　
　　　　　　　　　第３３回大阪府理学療法学術大会　大会長

この度、理事に立候補しました射場でございます。２０２２年度から協会の新生涯学習制
度が始まり、新しく「登録理学療法士」の称号が設置されたことは周知の通りです。ま
た、「登録理学療法士」ができたことは大変意義のあることだと思っています。しかし、
日本理学療法士協会、任意団体の中だけのものであって、一般市民の知名度がないのが現
状ではないでしょうか。
　理学療法士の社会的な地位の確立はかねてからの課題ですが、私は、「登録理学療法
士」を社会的にも意義のある称号にしたいと考えております。センター　理事として、そ
の課題に対し学術の側面から府士会員の皆様をサポートに尽力したいと考えております。
これまで教育局担当理事として取り組んできました「学生・新人教育ができる人材の育
成」、「臨床実習前の評価」、「研修会等の講師育成」、「症例検討会の充実」、「大阪
府理学療法学術大会の運営に対する支援づくり」などは継続し、さらに充実した学術事業
を展開していきたいと考えます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

府士会活動歴:市町村士会活動を含

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

實光　遼

32

介護老人保健施設　ヴァンベール

大阪府理学療法士会　代議員（東支部）　３期　（２０１８年～現在）
大阪府理学療法士会　公益事業部副部長　　　　（２０１９年～現在
大阪府理学療法士会　ブロック推進部員　　　　（２０１７年～２０１８年）
東大阪市理学療法士会　政策部長・企画部員　　（２０１９年～現在）
大阪府理学療法士連盟　事務局員　　　　　　　（２０１５年～現在）

この度、生涯学習センターの理事選挙に立候補した實光　遼（じっこう　りょう）です。
私は、主に府士会の公益事業（市民公開講座）で活動し、府士会の代議員は３期目の任期
中です。府士会や生涯学習センターの活動を代議員の立場で見てきました。
生涯学習管理が変更され、諸先輩方の大変なご尽力で現在の生涯学習センターやそれを支
える仕組みがあります。その仕組みや在り方は、日々臨床業務に努め、研鑽を積んでいる
皆様の感覚に合わせて変化していかなければなりません。そのうえで、より効率的で効果
的な生涯学習センターの在り方を、代議員や会員の皆様と一緒に構築する体制づくりが必
要と考えるようになり、今回の立候補を決めました。
また、今までの活動を通して得られた経験を活用し、生涯学習センター・府士会・連盟・
市区町村士会が四位一体となれるよう、ＨＵＢ的役割を担い、代議員・会員の皆様の意
見・希望を反映した活動を理事として果たす所存です。

若輩者ではございますが、ご投票をよろしくお願いいたします。

府士会活動歴:市町村士会活動を含

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

村西　壽祥

49

大阪河﨑リハビリテーション大学

平成２１・２２年度　　　大阪府理学療法士会　理事
平成２５～３０年度　　　大阪府理学療法士会　理事
令和元・２年度　　　　　大阪府理学療法士会　副会長
令和３・４年度　　　　　大阪府理学療法士会生涯学習センター　理事

　生涯学習局担当理事として令和３・４年度を務めさせていただきました。
　この間、新生涯学習制度が始まり１年が経過しました。会員の皆様がポイント・点数を
取得するための研修会等の企画・運営に携わってきましたが，ポイント・点数の取得だけ
に限らず生涯学習として様々な学びの場も必要と感じています。会員の皆様に多くの学
びの場を企画・提供できるよう，引き続き生涯学習センター理事に立候補させていただ
きます。

府士会活動歴:市町村士会活動を含

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

辻畑　智広

42

阪南病院

２０１９年　第１回生涯学習研修集会　広報・記録部部長
２０１９年　第３１回大阪府理学療法学術大会　広報・記録部部長
２０２１年　第３３回大阪府理学療法学術大会　ＩＴ運営局局長
２０２２年　第４回生涯学習研修集会　ＩＴ管理部部長

２０２１年〜　一般社団法人大阪府理学療法士会生涯学習センター　ＳＥ部部長
２０２１年〜　一般社団法人大阪府理学療法士会生涯学習センター　情報管理局局長

「ライフワークバランス推進」「ウィズコロナ時代」では生涯学習の機会を対面参加とオ
ンライン参加で選択できることが重要です。一方、その両方でイベントを実施するため外
部委託をするとコストが嵩むことが課題でした。その解決には組織のＩＴリテラシーを向
上させ、自前でオンライン開催の運用ができる体制を構築することが鍵となります。
これまでの経験を活かし、会員利便性の向上、適正価格での受講機会創生、部員の作業負
担軽減を目的に、デジタルトランスフォーメーションへのシフトを推進すべく立候補いた
しました。皆様のご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

府士会活動歴:市町村士会活動を含

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

鈴木　俊明

60

関西医療大学保健医療学部

大阪府理学療法士会での活動は、平成７年より業務推進部長（平成１１年まで）、
平成１２年より泉州ブロック長（平成２３年まで、平成２５年から２９年）、平成２９
年から理事（令和４年まで、令和３年までは副会長）をさせていただきました。
平成２７年には第２７回大阪府理学療法学術大会　大会長をさせていただきました。

私は職能団体である大阪府理学療法士会の役員（理事、部長、ブロック長）とし
て活動させていただきましたが、私が長年研究・教育に携わってきた経験を活か
して、今回　生涯学習センターの理事として立候補させていただきたく存じます。
私が理事になって実現したいのは以下の２点です。
１　大阪府理学療法士会には学術レベルの高い会員が所属されています。全国的
にみても会員の学術レベルの高さは注目すべき点です。そこで、会員の専門性を
十分に把握し、さらにレベルの高い学術活動を実施したいと考えます。
２　市区町村理学療法士会との連携を密にすることで、市区町村理学療法士会の
活動を応援できる組織を作りたいと思います。
皆さんの応援　宜しくお願いいたします。

府士会活動歴:市町村士会活動を含

立候補の趣旨



氏名

年齢

勤務先名

中野　治郎
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私こと中野治郎は、３年前に長崎県から大阪府に異動して参りました。その時初めて大
阪府理学療法士会ではこの生涯学習センターが一般社団法人として独立していることを
知り、非常に驚き、感心し、また共感を持ちました。私は日本の理学療法には質の高い
理学療法士の育成と、理学療法士全体の底上げが必要だと前々から思っていました。そ
れを成すことができるのは、理学療法士協会および各都道府県理学療法士会の生涯学習
事業ですが、その中でも、先駆的かつ磐石な組織を持ったこの大阪府理学療法士会の生
涯学習センターは希望と可能性に満ちています。私もこの生涯学習センターの活動に貢
献したいと強く感じ、今回の立候補に至りました。

私は新参者ではありますが、これまでに理学療法士協会や県士会、関連学会で役員を務
めてきた経験があります。また２０年行ってきた大学教育の経験からも生涯学習センタ
ーの運営に貢献できると思います。例えば、これまでに県士会や学会などの機関誌編集
委員長を務めてきた経験がありますので、この生涯学習センターが発刊している学術誌
の編集に貢献できます。また生涯学習では、理学療法の技術的な内容だけではなく、先
端的な学術情報を得るための企画も重要と考えますが、私が研究活動で培った知識とネ
ットワークが役に立つと思います。現在の専門分野はがん理学療法ですが、古くから動
物を用いた基礎研究を行ってきた経緯があり、また学術大会運営の経験もあります。こ
れらの知識と経験は研修会等のイベント企画にきっとお役に立つと思います。

大阪府理学療法士会および生涯学習センターに貢献したいという私の想いは強いもので
あります。生涯学習センターでお役目をいただければ、その使命に誠心誠意を尽くすこ
とをお約束いたしますので、ご支援ご協力のほどよろしくお願い致します。

府士会活動歴:市町村士会活動を含

立候補の趣旨


