
 

 

 

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：15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 ：浜口正博(57歳) 

 ■所 属 ：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 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 宮崎県理学療法士会 理事（副会長） 

            平成24年度～平成30年度 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。 

 今後の2年間で何ができるかと考えた時、各理事が現状の課題に対して具体的な対策を提案し結果

を出していく事の責任があると考えます。県士会活動の多くは会員の協力によって成り立っており、

その中で最たるものが各ブロックにおける組織力と行動力にあると考えています。学術活動、介護予

防事業、防災関係、さらには連盟活動に至るあらゆることがブロックの組織力に大きく依存していま

す。 

この2年間でブロック活動に関わる人数をこれまでの2倍に増やし、各会員が役割(当事者)をもって

県士会活動に参加できる組織づくりを目指します。 

 

 

②■氏 名 ：小川哲史(50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～30年度 宮崎県理学療法士会 理事 3期6年（社会局担当） 

 

【立候補の趣旨】 

社会局担当理事を3期6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6年で

介護予防キャンペーンの確立をはじめ、地域包括ケア推進リーダー・介護予防推進リーダー、地域ケ

アでの実務者養成に携わった。 

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、小川かつみ先生を国政

に送り出し次は田中まさし先生をなんとか国政にと責任がある。 

今後の理学療法士の既得権益を拡大する為にも理事として大いに活動したいと思っている。 

 

 



③■氏 名 ：中田洋輔(55歳) 

 ■所 属 ：鶴田病院 

 ■役員歴：昭和63年～平成6年 宮崎県理学療法士会 児湯ブロック部長 

 平成10年～14年   宮崎県理学療法士会 児湯ブロック部長 

平成10年～14年   宮崎県理学療法士会 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～現在   宮崎県理学療法士会 会長 

 

 【立候補の趣旨】 

 宮崎県理学療法士会の代表理事として6年を迎え今後さらなる士会発展のために下記のような趣旨

を実行していきたい。 

１．県、市町村連携事業への継続かつ信頼的活動の展開 

  今後さらに介護予防、自立支援に向けた市町村事業が拡大していく中で理学療法士の社会的信頼

度を高めていくため人間性の陶冶も含めた連携事業を展開していく 

２．他職種連携活動力向上のための人材づくり 

  医療、介護、福祉での職種間の連携は皆無な時代に対応するために若い会員からベテランの会員

まですべてにその活動力を向上させうるための人材教育を広げていく 

３．若い会員が活動しやすい環境づくり 

  若い会員の学術的かつ職能的資質の向上に向けバランスの良い経験環境を創るため、人間的ある

いは経験豊富な会員による将来的展望の持てる事業展開を考慮していく 

４．宮崎県理学療法連盟と協同しての組織力強化 

  政策に順応した士会運営は連盟との協働によって両輪が築かれます。会員の皆さんに宮崎県理学

療法士連盟の認知とその機能を理解していただけるような働きかけを持続して行い団体のスキル

アップをしていきたい 

５．日本理学療法士協会、九州ブロックとの連携強化 

  日本理学療法士協会が展開する多々の事業あるいは新生涯学習システムなど新たな展開に関して

迅速な対応と事業展開を心掛け、会員への情報提供を速やかに行えるよう対応し、また九州ブロ

ック各県士会とともに連携が密になるよう強化を行っていく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④■氏 名 ：迫田勇一郎(51歳) 

 ■所 属 ：介護老人保健施設 はまゆう 

 ■役員歴：都城市郡ブロック部長 

      新人研修部 部長（H24年度迄） 

      平成19年～ 宮崎県理学療法士会 理事 

 

【立候補の趣旨】 

当士会が設立し45年が経過した。リハビリテーションという言葉が国民から深く認知され昨今のニ

ュースでもリハビリテーションのワードを耳にしない日は少なくなってきている。しかしながら当理

学療法士の認知度はどうであろうか？この職種に誇りと期待を持って働き始めた会員が志し途中で離

職していく時代でもあると考える。個人個人のスキルを上げ切磋琢磨して働いている我々が今後も明

るい未来設計を構築できるような士会運営に責任を持って対応していく。今後の短期目標(2年)長期

目標(6年～10年)を掲げ取り組んでいく。 

① 短期目標(2年)・・・・・士会での収益事業拡大し自立できる士会員の育成。 

② 長期目標(6年～10年)・・士会で株式会社設立し、デイサービスや訪問事業、自費での保険外リ

ハビリ事業、士会事務局を兼ねた県士会会館(ノアの箱舟)設立。 

 

 

 

⑤■氏 名 ：井上貴志(44歳) 

 ■所 属 ：日南市立中部病院 

 ■役員歴：平成23年～30年度 宮崎県理学療法士会 理事 

 

【立候補の趣旨】 

ブロック担当理事、委員会担当理事として活動させていただき、会員の皆様方における連携、絆が

重要だと改めて考えさせられました。 

 自立支援型地域ケア会議や地域医療介護総合確保基金事業など国や県、自治体、協会より様々な事

業が依頼されており期待に応えるためには会員の皆様のご協力が不可欠です。 

 そのためにも今後はますます増加していく若い会員の皆様を巻き込んでの活動がより必要になるか

と思いますので、気軽に参加しやすい環境を作る事にも努力し、より密なブロック活動を行えるよう

に尽力したいと思います。 

また災害の支援や受援体制の構築なども積極的に進めたいと存じます。 

 微力ながら宮崎の理学療法の発展に貢献できるように頑張りたいと思いますので、どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 



⑥■氏 名 ：吉良治(45歳) 

 ■所 属 ：潤和会記念病院   

 ■役員歴：平成26年～平成29年度 宮崎県理学療法士会 宮崎市郡ブロック部長 

      平成29年度～     宮崎県理学療法士会 職能局 局長  

  

【立候補の趣旨】 

 現在、理学療法士を取り巻く環境はめまぐるしく変化し、多様化しています。国は地域包括ケアシ

ステムを基幹とした高齢者福祉を推進し総合事業、地域ケア会議、自立支援型個別会議等、様々な事

業が各自治体で展開されています。これらの事業に、どのような形で我々が関与するか。それが理学

療法士が受けている社会からの負託に応えるすべではないかと考えます。また、そのためには理学療

法士の質の担保も重要となります。各種事業へ優秀な人材を派遣するためのシステムの構築を行い、

理学療法士の社会的認知とニーズを向上させるために宮崎県理学療法士会の役員として携わらせてい

ただきたいと考え立候補致します。 

 

 

⑦■氏 名 ：湯地忠彦(54歳) 

 ■所 属 ：星空の都みやざき 

 ■役員歴：平成 6年～ 宮崎県理学療法士会 部長 

      平成11年～ 宮崎県理学療法士会 理事 

 【立候補の趣旨】 

 社会背景は高齢者を含めた人口減少問題へと突入し、喫緊の課題である2025年問題に対し、士会で

も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。

また、国政に日本理学療法士協会代表候補を送り出すことができ、理学療法政策についた議論も活発

化しております。 

 私はこれまで学術担当理事、社会局担当理事として士会活動に参画して参りました。これまでの経

験をもとに、学術・職能、更には政策活動においてバランスよく運用していくことが会員個々の生活

の安定につながるものと思います。 

 今後予測される社会変化に向け、県士会の事業の活性化と、会員皆様とともに安心できる理学療法

環境づくりに努めて参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致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑧■氏 名 ：貴嶋芳文(40歳) 

 ■所 属 ：都城リハビリテーション学院 

 ■役員歴：平成24年4月～平成27年3月 宮崎県理学療法士会 基礎研究部会 部長 

      平成27年4月～現在に至る  宮崎県理学療法士会 学術局 局長 

 

 【立候補の趣旨】 

 私は、宮崎県理学療法士会の学術活動をさらに推進し、エビデンスのある理学療法を確立すると共

に、保健・医療・福祉の分野で自治体に対し政策を提言できる強い組織を作っていきたいと考えてい

ます。そのためには、若い会員や女性が県士会の運営や活動に積極的に参画し、様々な意見を聴取す

る場が必要であると考えます。 

 多様な価値観を持ち、多様な働き方を許容し、多様なサポートができる組織作りを目指してい立候

補致します。 

 

 

⑨■氏 名 ：田村幸嗣(43歳) 

 ■所 属 ：宮崎善仁会病院 

 ■役員歴：平成20年～平成29年 内部障害研究部会 部長 

      平成26年～平成27年 宮崎県理学療法士会 学術局 局長 

      平成27年～平成29年 宮崎県理学療法士会 学術局 研究部会総括 

      平成29年～     宮崎県理学療法士会 理事(学術担当) 

 

【立候補の趣旨】 

現在、理学療法士の学術領域を取り巻く環境として、①令和2年度入学生から始まる養成施設指定

規則改正に伴う、受け入れ施設・臨床実習指導者の要件の厳格化があります。指導者は厚生労働省が

定める講習会の受講が義務化されます。現在は養成校とともに宮崎県理学療法士会が指導者の養成に

取り組んでいます。②日本理学療法士会は新生涯学習システムの構築を進めており、各都道府県士会

が一体となって枠組みを作っていく必要性があります。私は前期より学術担当理事として、これらの

事業に取り組んでおります。今までの経験を活かして、県民と会員の皆様にお役にたちたいと思い立

候補させていただきます。 

 

 

⑩■氏 名 ：清水秀一(45歳) 

 ■所 属 ：小林市立病院 

■役員歴：平成27年～ 宮崎県理学療法士会 理事2期4年 

 

【立候補の趣旨】 

 理事として未熟ですが、社会に求められる理学療法士育成のために必要な組織作りや、会員間のネ

ットワーク構築及び質の向上等を通して、宮崎県理学療法士会の発展に寄与いたします。 

 



⑪■氏 名 ：竜田庸平(38歳) 

 ■所 属 ：宮崎医療福祉専門学校 

■役員歴：平成22年～23年度  生涯学習委員会 総括副委員長 

     平成24年度     生涯学習委員会 総括委員長 

     平成25年度～現在  宮崎県理学療法士会 理事(担当：学術) 

 

【立候補の趣旨】 

 日本理学療法士協会から研鑚に励む理学療法士に専門・認定理学療法士という資格が与えられ、理

学療法士は新たな一歩を踏み出した。 

 しかし、課題は山積みであり根本理解を含めて解決に至るプロセスには十分な時間と能力を要する。

このような調整をできるように自己研鑚を行い、会員の為に奉仕する気持ちでいる。 

 私は、自身の研鑚にも力を入れるだけではなく若手を育てる役割を持った人物だと思いますので理

事に立候補致します。 

 

 

⑫■氏 名 ：柚木直也(44歳) 

 ■所 属 ：宮永病院 

■役員歴：平成18年度～25年度 宮崎県理学療法士会 都城市郡ブロック 部長 

     平成26年度～現在  宮崎県理学療法士会 ブロック統括局長 

 

【立候補の趣旨】 

 理学療法を取り巻く環境は着実に変化してきております。医療・介護・予防に対する視点や、地

域・住まい・生活支援の一体化に対する活動など、理学療法士がどのように関わっていくか考えてい

くことが必要と思われます。又地域包括ケアシステムの構築体制においても理学療法士に対する期待

や役割は多くあり、今後県民の地域での生活を支えるためにも私たち専門職の関与が必要となってく

ると考えています。 

 現在、会員数が増加して様々な周知を徹底することが困難な状況になってきている事を踏まえ、会

員一人一人が活躍を担えるような宮崎県理学療法士会づくりを願ってなりません。これから急激に変

化していく社会情勢に対応しつつ、新たな理学療法士の役割、活動を創出しながらブロック活動の活

性化に努めてまいりたいと思い立候補します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑬■氏 名 ：常盤直孝(52歳) 

 ■所 属 ：フィジカルケア 宮崎 

 ■役員歴：平成13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～   宮崎県理学療法士会 理事 

      平成23年～   日本理学療法士協会 運動器理学療法研究会 運営幹事 

      平成25年～   日本理学療法士協会 運動器理学療法学会 運営学会 

 

 【立候補の趣旨】 

私は長年に渡り宮崎県理学療法士会の理事及び役員を務め、今年3月まで日本運動器理学療法学会

運営監事を務めました。 

地域における理学療法の役割は年々大きくなってきています。大きな、そして急速な時代のニーズ

に応えられるよう、微力ながら頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

⑭■氏 名 ：平島段(38歳) 

 ■所 属 ：三財病院 

■役員歴：平成25年～ 宮崎県理学療法士会 保健福祉部 部長 

     平成28年～ 宮崎県理学療法士会 社会局 局長 

 

【立候補の趣旨】 

 私は平成25年度より宮崎県理学療法士会(以下、県士会)保健福祉部の部長、平成28年度より社会局

局長として県士会活動に取り組んで参りました。特に地域包括ケアシステムに関して担当させていた

だく中で、県士会会員の活動の場を拡大し「理学療法士」という職種を世間に知っていただくこと、

そして私たちの技術を地域の場で活用していただく環境を整備することの重要性を、強く感じている

次第であります。今後は、今までの経験を糧に少しでも貢献できればと考え、立候補の運びとなりま

した。何卒よろしくお願い致します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑮■氏 名 ：大森真理(44歳) 

 ■所 属 ：和田病院 

■役員歴：宮崎県理学療法士会 理事 

 

 【立候補の趣旨】 

もともと女性ＰＴの働きやすさや意見の吸い上げに貢献したく士会活動に参加させて頂き、出産や

子育て等女性ならではのイベント時の助力となるべく研修会等行ってきました。現在は、介護や子育

て等女性のみでなく、男性も大いに関わる時代となっています。そのため、女性特有の活動から、男

女関わらず働きやすさの一助となるよう、「ライフサポート部」として活動しています。 

また、職能局の一員として診療報酬についての情報収集や研修会、質問への返答等行っています。 

さらに昨年度より、災害時のＰＴ派遣や他士会との協定、対応にも関わらせて頂き、勉強させて頂

いています。 

今季の目標としては、ライフサポート部として、ホームページの充実や研修会の開催を、職能局と

しては今春行ったような、監査等に対応できるカルテや書類内容等業務に即した内容や今までに収集

された情報を共有できるシステム等できればと考えます。災害対策については、まだまだ勉強不足で

すので積極的に研修会など参加し、まずは知識を深め、貢献していければと思います。 

また、自分自身県北の病院に勤務していますので、県北の士会活動の活性化に働きかけ延いては県

全体の活性化へとつながるよう検討を重ねたいと思います。 

 

監事立候補者（届出順） 

①■氏 名 ：吉田敏朗(55歳) 

 ■所 属 ：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   宮崎県理学療法士会 理事 副会長 

【立候補の趣旨】 

 宮崎県理学療法士会事務局長から理事役員を経て、副会長を務めさせていただき20年近くなりまし

た。元号も令和に変わり、新しい時代を迎えるにあたり若い力で躍進が期待される当法人を監事の立

場で、これまでの経験から後方支援と助言指導させて頂きたく、ここに立候補します。 

 

 

②■氏 名 ：門川明広(55歳) 

 ■所 属 ：潤和会記念病院 

 ■役員歴：宮崎県理学療法士会 副会長 理事 

      平成25年～現在 宮崎県理学療法士会 監事 

【立候補の趣旨】 

 円滑な事業遂行を支援 

 一般法人として収益事業と公益事業を支援 


