
 

 

 

 

 

 

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：1４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 ：花田 智（４１歳） 

 ■所 属 ：都城市郡医師会病院 

 ■役員歴 ：平成３０年７月～ 日本心臓リハビリテーション学会 評議員 

       令和 元年６月～ 日本心血管理学療法学会 運営幹事 

（現;日本循環器理学療法学会） 

       令和 ２年８月～ 日本心臓リハビリテーション学会九州支部 評議員 

  

【立候補の趣旨】 

   現在、集中治療／心臓リハビリテーション分野を中心に活動させていただいており、

昨年閣議決定されました。「循環器病対策推進基本計画」はいよいよ都道府県レベル

での計画策定に入ります。また、COVID１９においても多くの施設で試行錯誤、ご

苦労されながら臨床に当たられていると思います。今後は、これらの対策を地域ごと

でまとめて、行政や各種団体に「具体的な形として」発信していく力が必要になると

思います。また、本県には今までご尽力いただいている先輩方に加え、U４０世代に

も熱意のある素晴らしい方々も多くいらっしゃいます。初の立候補となりますが、現

在拝命している各種役員の仕事と併せて地域で抱える多くの問題に全世代で参加・

対応できるよう、貢献したく立候補いたしました。 

   どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 

②■氏 名 ：柚木 直也（４６歳） 

 ■所 属 ：宮永病院 

 ■役員歴 ：平成２０年～      宮崎県理学療法士会 都城市郡ブロック長 

       平成２６年～      宮崎県理学療法士会 ブロック局長 

       令和 ２年～現在    宮崎県理学療法士会 理事 

 

【立候補の趣旨】 

   近年の我々留学療法士を取り巻く環境は大きく変化してきたと実感しています。中

でも、市町村単位で行われている地域包括ケアシステムのおける理学療法士の立ち

位置を確固とするためには、より地域現場の実態を把握していることが重要を考え

ます。各ブロックで活躍している会員が士会事業の要となってくる事を踏まえて、さ

らなる本会の発展に寄与したく、立候補させて頂きました。どうぞ宜しくお願い申し

上げます。 

 



③■氏 名 ：中田 洋輔（５７歳） 

 ■所 属 ：鶴田病院 

 ■役員歴 ：平成２５年～現在    宮崎県理学療法士会 代表理事 

 

【立候補の趣旨】 

   現職の代表理事として第４期を就業させて頂いております。その内４年間はほぼ地

域包括ケアシステム構築における地域リハビリテーション支援事業に主眼を置き行

政や作業療法士会、言語聴覚士会、介護支援専門員協会、介護福祉士会等との多職種

連携と理学療法士の地域活動の推進を積極的に行ってきました。今後の高齢化問題

に対応できる組織作りのスキームを少しずつ構築してきていると示唆します。今後

の組織体制としてはやはりこのコロナ禍の中でいかに学術的な質の担保を主軸に会

員の皆さんへ研修事業の実施体制をオンデマンドを含む効率的な企画実施が提供で

きるように推進していく事を趣旨とします。 

 

 

 

 

④■氏 名 ：常盤 直孝（５４歳） 

 ■所 属 ：フィジカルケア宮崎 

 ■役員歴 ：平成１３年～２３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～現在 宮崎県理学療法士会理事 

       平成２４年４月～令和元年６月 

  日本理学療法士協会運動器理学療法学会運営幹事 

 

【立候補の趣旨】 

   私は、これまで約２０年、県士会の役員として活動してきました。平成２４年から約

７年にわたり、日本理学療法士協会運動器理学療法学会運営幹事としても活動し、現

在は起業してヘルスケア部門で活動しています。今回、理事の改選にあたり、これま

での理事としての取り組みを発展させ、宮崎県理学療法士会のさらなる発展に貢献

していきたいと思います。医療や介護だけでなく、ヘルスケアの分野でも理学療法に

対する期待は高まってきております。理学療法士として地域社会の期待にこたえら

れるような活動を目指し、理事に立候補いたします。 

 

 

 

 



⑤■氏 名 ：田村 幸嗣（４５歳） 

 ■所 属 ：宮崎善仁会病院 

 ■役員歴 ：平成２０年～平成２９年 内部障害研究部会長 

       平成２６年～平成２７年 宮崎県理学療法士会 学術局長 

       平成２７年～平成２９年 宮崎県理学療法士会 学術局 研修部会統括 

       平成２７年～現在    宮崎県理学療法士会 学術担当理事 

 

【立候補の趣旨】 

   現在、学術局を取り巻く環境として、①指定規則改正に伴いカリキュラムの改正が行

われ、臨床実習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した。昨年

度は感染症対策の影響で講習会の企画が滞りましたが、今年度は開催に向け準備を

進めています。②２０２２年 4 月から日本理学療法士会の生涯学習制度が変更され

ます。新会員は前期研修・後期研修を経てジェネラリストとしての登録理学療法士を

目指すことになります。登録理学療法士は 5 年間で必要ポイントを取得する更新制

スペシャリストの育成プログラムがあります。 

私は学術担当理事としてこれらの事業に取り組んでいます。今までの経験を活かし、

会員と県民の皆様のお役に立ちたいと思い立候補させていただきます。 

 

 

 

⑥■氏 名 ：迫田 勇一郎（５３歳） 

 ■所 属 ：介護老人保健施設 はまゆう 

 ■役員歴 ：平成１８年～  研修部（新人教育プログラム・生涯学習） 研修部会部長 

       平成１９年～現在 宮崎県理学療法士会 理事 

        

【立候補の趣旨】 

   ２０１９年１２月中国武漢より発生したとされる COVIT－１９での感染拡大で

我々の働き方も変容してきた。現在も変異株の感染拡大により大都市での緊急事態

宣言が発出されており、集団や個別での方法でしか対応できない私たちの職種には、

最大限の感染防止を図り職務を行っている。一方、各部会やブロックでの研修会、活

動も制約を受けリモートや遠隔での手段を用いた方法で開催しているが、慣れない

環境下で苦慮しているのが現状である。 

今回、理事に立候補した趣旨としてはこのコロナ禍を乗り切り、新しい時代へ向かう

ための準備を行う時期であると考慮し、会員の模範となれるように「臨床・研究・教

育」に取り組む一存である。 

 



⑦■氏 名 ：湯地 忠彦（５６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２７年～      宮崎県理学療法士会 理事 

 

【立候補の趣旨】 

   私はこれまで学術担当理事、社会局担当理事、事務局担当理事、副会長として士会活

動に参画してまいりました。これまでの経験を基に、学術・職能活動、更には政策活

動において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。 

コロナ禍で士会の事業運営が難しい状況ではあります。皆様にとって今後の士会活

動がどうあるべきか共に考え、新たな活動形態を検討していきたいと思います。 

会員皆様とともに安心できる理学療法環境づくりに取り組みましょう。 

引き続きご支援賜りますよう宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

⑧■氏 名 ：大森 真理（４６歳） 

 ■所 属 ：和田病院 

 ■役員歴 ：宮崎県理学療法士会 女性部会 代表 

       宮崎県理学療法士会 理事 

 

【立候補の趣旨】 

   女性の理学療法士が増えている昨今、宮崎県士会の会員にも女性が増え、活動の場も

変化してきています。子育て世代や介護世代等、女性に限らず様々に変化する生活も

大切にしつつ、理学療法士として活躍できるようにサポートしていきたいです。また、

最近では災害時の活動や診療報酬にも関わらせて頂き、大変勉強になります。これか

らの継続的に大切な分野であると痛感しています。 

 

 

 

 

 

 

 



⑨■氏 名 ：貴嶋 芳文（４２歳） 

 ■所 属 ：都城リハビリテーション学院 

 ■役員歴 ：宮崎県理学療法士会 基礎研究部会 部長 

       宮崎県理学療法士会 学術局    局長 

       宮崎県理学療法士会        理事（学術担当） 

 

【立候補の趣旨】 

   宮崎県理学療法士会において、理学療法の啓発と質の向上は極めて重要であり、職能

団体として地域に貢献することが求められています。学術担当理事として、令和 2 年

度より学術局組織改変を行い、10 部会から 3 部会へとスリム化・効率化を図りまし

た。コロナ禍において、対面での学会・研修会等の実施が厳しい状況ではありますが、

引き続き宮崎県理学療法士会の発展のために尽力させて頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

⑩■氏 名 ：上野 信吾（３７歳） 

 ■所 属 ：潤和会記念病院 

 ■役員歴 ：平成２９年～令和 元年 学術局神経研究部会 部長 

       令和 ２年～現在    学術局研修部 部長 

 

【立候補の趣旨】 

   令和３年度宮崎県理学療法士会の役員改選にあたり、理事へ立候補いたしました上

野信吾です。これまで、神経研究部会や研修部の部長を４年間務め、主に研修会の企

画・運営をさせて頂きました。近年、新型コロナウィルスの影響により対面で行って

きた研修会を Web に移行するなど新たな取り組みにも対応してきました。これから

も、既存の枠組みにとらわれることなく様々な物事に対して柔軟に対応してまいり

ます。微力ながら宮崎県理学療法士会のために貢献・寄与したいと考えておりますの

で、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 



⑪■氏 名 ：竜田 庸平（３９歳） 

 ■所 属 ：宮崎医療福祉専門学校 

 ■役員歴 ：宮崎県理学療法士会 生涯学習委員会 委員長 

       宮崎県理学療法士会 理事（3 期） 

 

【立候補の趣旨】 

   コロナウィルスの影響により、理学療法士の学習環境が負に激変する中、生涯学習シ

ステムや養成課程の指定規則も激変した。これらの対応は都道府県の理学療法士会

の重要な役割であるが、対応する会員も医療従事者である以上、十分な対応ができな

い状況にある。この状況を打破するべく、理事として ICT の推進を行い会員に還元

したい。 

 

 

 

 

 

 

⑫■氏 名 ：高月 航（４７歳） 

 ■所 属 ：宮崎リハビリテーション学院 

 ■役員歴 ：平成２２年４月～      宮崎県理学療法士会 事務局会員管理部 

       平成２８年４月～      宮崎県理学療法士会 事務局長 

 

【立候補の趣旨】 

   私はこれまで事務局担当として士会活動を行ってまいりました。今般のコロナウィ

ルス感染症拡大に伴い、士会活動においても厳しい状況でありますが、士会活動の基

盤となる事務局機能の強化を図っていくことが、コロナ禍において更に重要になる

と考えております。その為微力ながらこれまでの経験を基に今後の士会活動、また県

士会会員の生活に寄与するため事務局機能強化に取り組んでいきたいと思います。

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 



⑬■氏 名 ：吉良 治（４７歳） 

 ■所 属 ：潤和会記念病院 訪問リハ事業所 

 ■役員歴 ：平成２６年度～２９年度 宮崎県理学療法士会 部長（宮崎市郡） 

       平成２９年度～     宮崎県理学療法士会 職能局長 

       令和 元年度～     宮崎県理学療法士会 理事（職能局） 

 

【立候補の趣旨】 

   昨年から続くコロナ禍の中、我々が持つ知識や技術が大いに社会貢献できることが

認知されつつあります。反面、令和３年度の介護報酬改定では制度の趣旨に沿った事

業展開、サービス提供を求める国の意図が明確にされたと感じています。時代のニー

ズに則りコンプライアンスを遵守しつつ質の高い理学療法を患者、利用者に提供で

きるシステム作りが急務と言えます。このシステムの構築を宮崎県理学療法士会理

事として会員諸氏とともに協働して実行するため立候補します。 

 

 

 

 

 

 

⑭■氏 名 ：平島 段（４０歳） 

 ■所 属 ：三財病院 

 ■役員歴 ：平成２５年度～    宮崎県理学療法士会 保健福祉調査部 部長 

平成２８年度～    宮崎県理学療法士会 社会局     局長 

令和 元年度～    宮崎県理学療法士会         理事 

 

【立候補の趣旨】 

   私は、平成 25 年度より主に地域包括ケアシステムに関して担当させていただきまし

た。その中で、地域に『理学療法士』の参加が広く求められていることを知りました。

しかし一方で、会員が参加に対して意欲はあるものの、環境の未整備によりそれが阻

害されている現状も知りました。今後は今までの経験を活かし、引き続き会員の皆様

が地域の場で参加しやすい環境を構築するとともに、『理学療法士』という職種を世

間に認識していただけるよう活動していきたいと考え、立候補の運びとなりました。

何卒、宜しくお願い致します。 

 

 

 



監事立候補者（届出順） 

①■氏 名 ：吉田 敏朗（５７歳） 

 ■所 属 ：宮崎リハビリテーション学院 

 ■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～３１年度 宮崎県理学療法士会 理事 副会長 

       平成２５年～３１年度 宮崎県理学療法士会 監事 

 

【立候補の趣旨】 

   令和元年度より監事を務め、県士会事業活動及び会計処理について理事会等で意見

発言をさせて頂きました。昨今のコロナウイルス蔓延による、社会活動の縮小や事業

手控え等は県士会でも同様であります。それに伴う、会員の帰属意識離れを抑止でき

るような後方支援ができればと思い、ここに立候補します。 

 

 

 

 

 

 

②■氏 名 ：門川 明広（５７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） 

       宮崎県理学療法士会 監事 

 

【立候補の趣旨】 

   円滑な事業遂行と一般法人として収益事業と公共事業を支援する。 

 


