
 

 

 

選挙公報 
 

 

一般社団法人宮崎県理学療法士会役員選挙 

立候補者 公示 

 

 

選挙すべき職と定数 

・理事   定数：10名以上15名以内  立候補者：13名 

・監事  定数： 2名        立候補者： 2名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



理事立候補者(届出順) 

 

①■氏 名 ：小川哲史(48歳) 

 ■所 属 ：宮崎医療福祉専門学校 

 ■役員歴：平成12年度～24年度 地域リハビリテーション推進委員会保健福祉部部長 

      平成25年度～28年度より2期4年理事（社会局） 

【立候補の趣旨】 

社会局担当理事を2期4年務め、主に地域包括ケアの推進に関わる事業に関わってきた。

この4年で介護予防キャンペーンの確立、地域包括ケア推進リーダー・介護予防推進リー

ダーの人材養成、また地域ケア会議等への委員派遣など様々な事業に関わってきた。 

九州ブロック会政策検討委員会委員として、政治と行政の橋渡し役を担い、小川かつみ

参議院議員誕生にも精力した。 

今後、ますます地域包括ケアに関する制度の構築、また保健、福祉行政との関わりも強

くなってくるので、今までの経験をさらに当士会のために生かせたらとの想いで立候補を

いたします。 

 

 

②■氏 名 ：浜口正博(54歳) 

 ■所 属 ：医療法人 杏林会 三股病院 

 ■役員歴：平成元年度～平成 7年度   宮崎県理学療法士会 成人福祉部長 

            平成 7年度～平成23年度（社）宮崎県理学療法士会 理事（ブロック担当） 

            平成21年度～平成23年度（社）宮崎県理学療法士会 理事（副会長） 

            平成24年度～平成28年度（一社）宮崎県理学療法士会  

副会長・ブロック担当理事 

  【立候補の趣旨】 

前回の選挙の折、当県士会の当県士会の今後を見据えたしっかりした組織作りが重要で

あると考え、世代交代も視野に入れながら若い会員の活動の場を広げていきたい。との趣

旨を述べたことを思い出します。これまでに比べるとこの2年間で着実な成長は感じられ

るものの会員の皆様に実感していただけるまでの形にはなっていないと思っています。日

本理学療法士協会も更なる組織改定において都道府県理学療法士会との連携と役割分担を

強く求めています。しかしながら母体が大きくなればなるほど、会員一人一人を大切にし

て帰属意識を高める努力をしなければ会員離れが進むのではないかと危惧しています。 

これまでは宮崎県内におけるブロック活動の活性化を図ることを中心に活動を行ってき

ましたが、若い会員が増えるにつれ協会や県士会の活動に対する求心性は薄れつつあるよ

うに感じでいます。今後は、若い方々、特に女性の県士会活動への参画と活躍の場を広げ

ることの手助けとなればと考えて立候補いたします。 

 



③■氏 名 ：迫田勇一郎(49歳) 

 ■所 属 ：介護老人保健施設 はまゆう 

 ■役員歴：平成19年～ （一社）宮崎県理学療法士会 理事 

【立候補の趣旨】 

これまで（一社）宮崎県理学療法士会学術担当の理事として、数年間務めさせて頂きまし

た。当士会歴史を鑑みましても「第46回日本理学療法学術大会の開催」や今後行われる予

定である「日本物理療法学術大会」等全国的な活動も誘致しており協会などからの外部評

価も団結力がありホスピタリティーにたけている士会であると評されています。 

学術的な活動と同時に職能的な活動が主となり、地域包括ケアシステム上での士会会員参

加の必要性は増してくることと思われます。 

今後も士会員数も増加していき私が理事として行っていくべき事項としては、 

「予防分野へのPTの職域確立」を考慮します。平成25年の医政局通知により予防分野にお

いての医師の指示書の必要はなく介護予防分野での展開ができる解釈は我々の活躍するフ

ィールドを広げたのもと考えられます。今後も、都城市での介護予防事業を基に行政とタ

ッグを組み介護予防事業にはPTをという一つのスタイルを構築できればと思います。 

 

 

④■氏 名 ：猪倉裕永(53歳) 

 ■所 属 ：宮崎県済生会 日向病院 

 ■役員歴：平成25年～ 宮崎県理学療法士会 理事（社会局） 

【立候補の趣旨】 

近年、医療を取り巻く環境は多様化し、大きく変化しています。その中で、理事の職務を

継続し宮崎県の医療・保健・福祉活動に貢献し、また、宮崎県理学療法士会の発展に少し

でも貢献できるように立候補致します。 

 

 

⑤■氏 名 ：常盤直孝(50歳) 

 ■所 属 ：医療法人 慶心会 川越整形外科 

 ■役員歴：平成 14年    宮崎県理学療法士会骨関節系理学療法研究会   部長 

      平成 23年4月    宮崎県理学療法士会         理事 

      平成 23年6月   日本理学療法士協会骨関節系理学療法研究会運営幹事 

      平成 25年6月   日本運動器理学療法学会運営学会 

 【立候補の趣旨】 

私は平成14年以来上記の様々な役員を務めさせて頂きました。これから地域包括ケアシ

ステムが本格的に機能し、高齢者だけでなく理学療法士の地域における需要はますます高

くなる一方で、その実力・専門性が問われる時代に突入していくと思います。会員の皆様

のために、会員と共に宮崎県民の健康や介護・福祉・医療に貢献できるよう、微力ながら

精進したいと考えています。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 



⑥■氏 名 ：吉田敏朗(53歳) 

 ■所 属 ：一般財団法人 潤和リハビリテーション振興財団 潤和会記念病院 

 ■役員歴：平成 9年～12年度  宮崎県理学療法士会 財務部長 

      平成13年～24年度  宮崎県理学療法士会 事務局長 兼 理事 

      平成25年～現在   （一社）宮崎県理学療法士会 理事 副会長 

【立候補の趣旨】 

平成30年度に於ける医療及び介護保険同時改定や市町村が主体となる地域包括ケアシステ

ム構築に向けて、益々職能団体としての存在責任が問われ、理学療法士としての質の担保

が会員各個人の求められるこの時期だからこそ、これからの10年後の宮崎県理学療法士会

を支える若い会員を育て且つ支援できるように、これまでの経験を活かし理事の立場で貢

献したいと立候補致します。 

 

 

 

⑦■氏 名 ：湯地忠彦(52歳) 

 ■所 属 ：一般社団法人 藤元メディカルシステム 藤元中央病院 

 ■役員歴：平成 6年～ 部長 

      平成11年～ 理事 

 【立候補の趣旨】 

2025年問題に対し地域包括ケアシステムの構築に向け、様々な事業や会員の資質向上を

図る活動が増加しております。平成30年度の医療・介護報酬の同時改正におきましては、

それを見据えた医療・介護さらには予防領域において大きな変化が予想されます。 

このような社会変化の中で、我々理学療法士に対し質の高いサービスの提供が求められ

ています。 

私はこれまで学術担当理事としてその役割を担ってまいりましたが、学術活動はもとよ

り職能、政治活動を含めバランス良く運用していくことが重要になると考えます。 

今後予測される改革に向け、県士会の事業の活性化と、会員皆様と共に誇りを持って仕

事のできる環境づくりに努めてまいりたいと思い立候補致します。 

引き続きご支援賜りますよう宜しくお願いいたします。 

 

 

 

⑨■氏 名 ：大森真理(42歳) 

 ■所 属 ：医療法人 誠和会 和田病院 

 【立候補の趣旨】 

女性PTが増えて来ている昨今、女性会員のための意見、提案を中心に活動していきたい。 

 

 

 



⑧■氏 名 ：中田洋輔(53歳) 

 ■所 属 ：医療法人 隆徳会 鶴田病院 

 ■役員歴：昭和63年～平成6年 平成10年～14年 児湯ブロック部長 

平成10年～14年   教育管理系理学療法部会 部長 

平成20年～24年   宮崎県理学療法士会 理事 

平成25年～28年   宮崎県理学療法士会 会長 

 【立候補の趣旨】 

2025年の地域包括ケアシステムの構築に向けて宮崎県においても総合支援事業が急速に整

備される中、理学療法士の活用に関して大きな期待を持たれています。平成25年より会長

職を拝命したと同時に日本理学療法士協会の組織編成も改革され、事後職務として行政対

応や他団体との連携促進を第一に行動して参りました。今後もさらに多職種連携を強化し

地域でバランスよく活躍できる理学療法士の育成を進め、各ブロックでの市町村対応事業

や他職種対応事業等への会員の協力体制が速やかにできるよう他団体との連携を強化しつ

つ、専門領域から地域支援領域までを幅広く活躍できる体制を整えていきます。 

また、1000名を超える会員への事業企画運営や支援体制など未整備な部分の対応課題に対

峙し解決できる時代に沿った士会組織運営に努力いたします。 

 

 

 

⑩■氏 名 ：田村幸嗣(41歳) 

 ■所 属 ：社会医療法人 善仁会 宮崎善仁会病院 

 ■役員歴：平成20年4月～現在     宮崎県理学療法士会 生涯学習委員会 

     内部障害研究部会部長 

      平成26年4月～平成27年3月  宮崎県理学療法士会 学術局長 

      平成27年4月～現在         宮崎県理学療法士会 学術局 研究部会総括 

【立候補の趣旨】 

政府は2025年までに20万床の病床を減らし、在宅へ移行する方針を示しています。それ

に向けて平成30年の診療報酬と介護報酬の同時改定では医療介護機能分化は更に進んでい

くことが予想されます。また国策の軸は都道府県及び市町村へシフトしており、今後はよ

り一層の士会組織強化が求められています。 

私はこれまで内部障害研究部会を中心として研修会・勉強会企画に携わってきました。

また、全国・九州・県の学会運営に関わる機会を頂いていました。今回は理事として、少

しでも県民と会員の皆様にお役に立ちたいと思い立候補させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 



⑪■氏 名 ：竜田庸平(35歳) 

 ■所 属 ：宮崎医療福祉専門学校 

■役員歴：平成22年 生涯学習委員会 副委員長 

     平成24年 生涯学習委員会 委員長 

     平成25年 理事（現在に至る） 

【立候補の趣旨】 

 宮崎県の理学療法を学術的に発展させるため。また、質の高い技術を宮崎県民の皆様に

提供するために、理事として研鑽し、博学審問に努めたいと思います。 

 

 

 

⑫■氏 名 ：清水秀一(43歳) 

 ■所 属 ：小林市立病院 

■役員歴：平成27年 理事1期 

【立候補の趣旨】 

 平成27年度より理事を務めさせて頂きましたが、1期2年間では理事の役割や業務を習得

する事が精一杯で、会員はもとより士会組織への貢献が十分とはいえませんでした。再度

理事へ立候補し、継続事業はもちろんのこと、今後宮崎県理学療法士会に要求される事案

に対応できる組織づくりを目指し、人作りや組織力強化などを行い、会員や宮崎県理学療

法士会の発展に貢献したいと思っています。 

 

 

 

⑬■氏 名 ：井上貴志(42歳) 

 ■所 属 ：日南市立中部病院 

 ■役員歴：平成23年～ （一社）宮崎県理学療法士会 理事 

【立候補の趣旨】 

現在社会局担当理事を2年つとめさせていただきました。近年、国は地域包括ケアシステ

ムの構築を目的として新しい仕組みつくりに取り組んでおり、国や県また日本理学療法士

協会より介護予防事業や、自立支援型地域ケア会議の推進など社会的な事業が多く下りて

くるようになっております。その中で、理学療法士として専門的な立場から自治体などと

協働し、貢献する事が求められています。行政の期待にこたえながらブロック局や会員の

皆様が円滑に事業に協力できるように尽力したいと存じます。 

 

 

 

 

 



監事立候補者（届出順） 

 

①■氏 名 ：門川明広(53歳) 

 ■所 属 ：都農町国民健康保険病院 

 ■役員歴：平成13年6月 保険診療対策委員会（医療保険部長） 

      平成15年6月 理事 保険診療対策委員長（介護保険部長兼任） 

             日本理学療法士協会 介護保険部員 

      平成16年6月 宮崎県理学療法士会 副会長 理事 保険診療対策委員会 

      平成17年3月 宮崎県理学療法士会 副会長 理事 保険診療対策委員長 

             日本理学療法士協会 介護保険部員（平成21年3月迄） 

      平成25年4月 宮崎県理学療法士会 監事（現在に至る） 

【立候補の趣旨】 

理学療法士の社会的ニーズは高まり、急性期、回復期のリハビリテーション医療に留ま

らず、保健・福祉・介護領域まで拡大しています。特に、介護保険における訪問リハビリ

や介護予防における役割は重要視され期待されています。また、一方、理学療法士の急増

に伴い、理学療法士の質（リハビリテーションマインド）も求められているのも現実です。

そこで、学術・職能団体として各分野のスペシャリストやゼネラリストとしてよりいっそ

うの資質向上を目指して、公益性の高い士会活動を士会員と共につくりあげ、また、今ま

での役職経験を生かして監事として執行部をサポートしていきたいと考えております。 

 

 

 

 

②■氏 名 ：武田禎彦(54歳) 

 ■所 属 ：一般財団法人 潤和リハビリテーション振興財団 潤和会記念病院 

 ■役員歴：平成18年度～平成24年度 宮崎県理学療法士会 会長 

      平成25年度～平成26年度 宮崎県理学療法士会 監事 

【立候補の趣旨】 

引き続き監事として、宮崎県理学療法士会に貢献してゆきたいと考え立候補させていただ

きました。 

 

 


