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一般社団法人京都府理学療法士会定款第 4章、第 18条、第 19条により、平成 28年度および平

成 29年度役員の立候補を告示したところ、以下の立候補がありました。会長、監事、理事の立候

補者数は定数と同数のために、投票による選挙はありません。 

 

 一般社団法人京都府理学療法士会選挙管理委員会 

 南角  学（京都大学医学部附属病院） 

 中川 朋子（洛和会音羽リハビリテーション病院） 

 岡   徹（京都警察病院） 

 

 

京都府理学療法士会役員選挙立候補者一覧 （役職別届出順） 

 役職 
氏名 

（届出順） 
勤務先 士会役員歴・抱負など 

1 会長 並河 茂 介護老人保健施設

深草京しみず 

長年、会の活動をしてきて、集大成の時期に来ました。この 2年間でソフトランデ

ィングして、新しい世代に今の士会の状況を良い方向に導くべくために立候補いた

します。今後の会の発展のために働きます。 

2 理事 中本 隆幸 京都きづ川病院 【略歴】 

平成 26年度、27年度と理事を務めさせて頂きました。この２年間にわたり主とし

て担当させて頂きましたのが、社会局保険部と学術局学会部（第 26 回学会）にな

ります。 

【抱負】 

会員の皆様がご周知の通り、リハビリテーションにおける医療保険・介護保険は毎

年目まぐるしく変化しております。私たち理学療法士が職業団体として活動してい

くにあたり、各保険内容をしっかりと把握するとともに、お互いに情報を共有しあ

い、厚労省に伝えていくべきことは伝えていく必要があると強く感じております。

また、学術面でのそれぞれの理学療法士能力の向上、公益性にも目を向け国民の皆

さんに理学療法を知って頂く必要があります。 

２年間の活動の中で勉強させて頂いた事柄を更に発展させ、職業団体として京都府

理学療法士会を向上させていく、次の２年間にさせて頂きたいと考えております。

会員の皆様の協力を得て頑張ってまいりたいと考えております。どうぞ宜しくお願

い致します。 

3 理事 堀江 淳 京都橘大学 私が、新人のころの京都府理学療法士会は、組織も小さく、アットホームな雰囲気

の中で運営されていたことを記憶しています。そのころと比べると、府士会の会員

数は、右肩上がりに増加し、いつの間にか 2000名を超える大所帯になっていまし

た。このような、府士会の発展は、「先輩」先生方の献身的な府士会運営に支えら

れてきたことを痛感しています。しかし、いつまでも「先輩方」に甘えているばか

りではいけません。私も、多くの皆様に支えられ、ようやく 25 年の経験年数を積

み重ねることができました。次は、私自身が、府士会を支えるべき立場として、お

役に立てるような仕事をしたいと思うようになりました。 

これまでの臨床経験、研究経験を生かし、真に社会のニーズにこたえられる理学療

法の提供と、理学療法士の質の向上に携わりたいと考えております。府士会の会員

の皆様のお役に立てるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。 

4 理事 池添 冬芽 京都大学大学院 

医学研究科 

【略歴】 

平成 12年～23年度 京都府理学療法士会総務部部長 

平成 24年度～現在 京都府理学療法士会総務部理事 

現在、京都府理学療法士会の総務部理事として、士会事務局業務に携わっておりま

す。 

【抱負】 

近年、士会事務局においては急激な会員増や対外的業務・委託業務の増加などに伴

い、ますます膨大な事務仕事を処理しなければならなくなっています。士会事務局

および総務部の課題はまだまだ山積みですが、今後も引き続き、士会事務局機能が

できるだけ機能的・効率的にまわるようなシステムづくりをしていきたいと考えて

います。 



5 理事 苅谷 康之 西陣病院 【略歴】 

平成 2年～７年度 京都府理学療法士会財務部 部長 

平成８年度～現在 京都府理学療法士会財務部 理事 

【抱負】 

現在会員数は 2000名を超え各部の事業についても規模が拡大してきております。 

事業の拡大とともに必要となる経費についても年々大きくなっています。 

ただし、現状では未納者の数も年々増加してきており、年度途中では数百名の未納

者がおられる状況です。 

士会事業が円滑に運営できるよう財務体制の強化を図りたいと考えております。 

次年度につきましても微力ながら理事として士会事業に携わりたいと考え、この度

立候補させて頂きました。宜しくお願い致します。 

6 理事 依岡 徹 自宅 【略歴】 

平成 2年 4月～平成 6年 3月 渉外部部長 

平成 6年 4月～平成 8年 3月 厚生部理事 

平成 8年 4月～平成 12年 3月 福祉部理事 

平成 12年 4月～平成 16年 3月 社会局長 

平成 16年 4月～現在     事務局長 

平成 18年 4月～現在     副会長 

平成 24年度～現在  代議員 

【抱負】 

京都府士会も会員数が増え、2200 名を超える団体になってきました。しかし、経

験年数 5年以内の人が半数近くを占める職能集団としては発展途上の団体です。介

護保険、地域包括ケア推進など、地方への権限移譲が行われつつあります。理学療

法士協会の職能集団としての活動を見据えて、京都府の理学療法士会も、京都での

認知度を高め、果たすべき役割を獲得し活動していけるようにしていかねばなりま

せん。士会員のこうした活動への理解を深めるとともに、地域の人たちに我々のこ

とを知ってもらえるよう活動していきたいと考えています。 

7 理事 市橋 則明 京都大学大学院 

医学研究科 

【略歴】 

平成 6-7年新人教育部長、平成 8-9年理事（新人教育部）、平成 10-15年理事(学術

局長)、平成 16年-現在（副会長・学術局長）、平成 13年第 41回近畿理学療法学術

集会 準備委員長、平成 17年第 15回京都府理学療法士学会 学会長、平成 19年

第 47回近畿理学療法学術集会 学会長 

【抱負】 

学術局長として、京都府理学療法士会の活発な研修活動の発展に関わってきまし

た。特に、新人教育には、力を入れ、座学の研修会だけでなく新人のための技術講

習会も企画し、多くの新人に参加して頂いています。今後も京都府理学療法士会の

さらなる発展のために努力致しますので、よろしくお願いします。 

8 理事 石井 光昭 佛教大学 【略歴】 

2006年～2010年 会誌編集部長 

2010年～ 理事（学術局） 

第 23回京都理学療法士学会 学会長 

第 53回近畿理学療法学術大会 準備委員長 

【抱負】 

理学療法士の数の急増，高齢社会の到来，南北に長い京都の事情など，山積する課

題に対して，将来を見据えた対応を求められています。職能団体，学術団体として，

社会的負託に応えるための体制の強化，実行力が必要と考え，その一翼を担う覚悟

で立候補いたしました。 

9 理事 布川雄二郎 済生会京都府病院 【略歴】 

平成 2年～7年京都府理学療法士会 学生教育部部長 

平成 8年～9年 京都府理学療法士会 研究部 部長 

平成 16年～19年 京都府理学療法士会 社会部理事 

平成 20年～23年 京都府理学療法士会 社会局長 兼 職能局長 

平成 24年～現在 京都府理学療法士会 社会局長 

平成 20年～現在 日本理学療法士会 京都府代議員 

【抱負】 

今まで、社会局長として、担当している 3部、公益事業部・保険部・業務推進部の

活動をマネジメントしてまいりました。また、近畿ブロック会議では近畿各府県の

社会局担当者との意見交換ならびに情報収集を行いました。さらに、京都府保険医

協会とは OT、ST 協会と共に定期的に懇談会を開催し、診療報酬や監査に関する

情報収集や意見交換を行っており、学習会の共同開催も実施しました。来年度は、

地域包括ケア推進部が新たに委員会から昇格します。本部協会も地域包括ケアの推

進に力を注いでいますので、京都府下においても、各圏域において、地域行政から



信頼される人材を育成できるよう、微力ながら活動できたらと考えていますのでよ

ろしくお願いします。 

10 理事 黒木 裕士 京都大学大学院 

医学研究科 

【略歴】 

1998～2003年度 法人化検討委員長 

2004～2007年度 理事（保健福祉部担当） 

2008～2011年度 理事（職能局担当） 

2012～2013年度 理事（業務推進部担当） 

2014年度～現在  理事（公益事業部担当） 

【抱負】 

1998 年の法人化検討委員長から今日まで、京都府理学療法士会の活動に参加して

きました。2013年 11月には第 53回近畿理学療法学術大会の開催に関わりました。

直近の公益事業部の担当理事としては、「理学療法の日の関連事業」や「介助教室」

および「医療推進フェア」ならびに「公開講座」の運営に関与しました。公益事業

部では、今後も会員の皆様の声を聞かせていただきながら多様な公開講座を開催す

るとともに、理学療法の日に関連する事業に反映させる等々、新たな取組を行って

いきたいと考えております。 

今後も理事として、皆様のご支援をいただきながら京都府理学療法士会のために貢

献したいと考えております。どうぞ宜しくお願いいたします。 

11 理事 江平 知子 聖ヨゼフ医療福祉

センター 

私は、現在業務推進部の副部長を務めさせていただいております。臨床では、小児

を専門としています。 

京都府理学療法士会は 2000 名を超える会員が所属する大きな組織となっていま

す。この中には、１人職場で勤められる方から、数十人の組織で働く方。また、そ

のフィールドも、病院や施設に留まらず、ご家庭への訪問や、介護予防の為の施設

等、多種多様に渡っています。 

このような会員の方々に、有意義な会である為に士会の運営にも，多方面からの意

見が必要と考えこの度、理事に立候補させていただきました。 

微力ながら会に力を注いで行きたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

12 理事 麻田 博之 蘇生会総合病院 今回、理事に立候補しました蘇生会総合病院の麻田博之です。平成 12 年度より 8

期 16 年間理事を務めさせていただきました、その間主に学術局で研修会事業の企

画運営に携わり学術局一体となった取組みの成果で、時代のニーズにあった充実し

たものへと成長できて来たかと感じています。しかし数年前から目立ってきた一般

企業の研修会事業の多様化や PT の職務形態の変容（回復期リハ病棟などによる

365日勤務体制）により研修会や学術集会への参加者の伸び悩みが問題となってき

ています。これは士会事業の他に研修会や学会が増えたから、日曜祝日が勤務だか

らと言う理由だけで解決されるものではないと考えます、京都府士会で研修会や学

会に参加される会員は延べ約 2,500 人です、しかし重複して参加される会員も多

く、現京都府士会会員 2200人のうち研修会に参加される会員は 1/3程度です。多

くの会員は、研修会に参加されている会員でも、会員であることのメリットやステ

イタスを感じている方は少ないのではないかと思っています。このような事が言わ

れだしたのは最近の事ではありません、具体的にプランを立て役割を決めて動き出

さないと士会の存在価値が只の連絡係に成り下がるという危機感も持っています。

次期理事ではこのような事案をもとに、即時効果的分野と長期的分野、多団体との

折衝分野などを中心に意見を出していきたいと考えています。宜しくお願い致しま

す。 

13 理事 関 恵美 京都民医連第二 

中央病院 

【略歴】 

2012年より社会局理事 

【抱負】 

今回引き続き、理事に立候補させて頂いております京都民医連第二中央病院の関恵

美です。現在、業務推進部にて主にネットワーク活動の推進に取り組んでいます。

また訪問リハビリテーション実務者研修開催の担当をしております。今後の社会の

中で理学療法士の果たす役割は大きく、また理学療法士を取り巻く環境も大きく変

化しています。その中で横のつながりを重視し、職能集団として成長していけるよ

うお手伝いをさせていただきたいと思っております。 

14 理事 西村 純 京都大学医学部 

附属病院 

この度、京都府理学療法士会の理事に立候補した西村です。現在までの士会活動と

しては、就職後生涯学習部の部員として、その後は新人発表部部長として、士会の

研修会の開催・新人の症例発表会の開催に協力することで、会員の学術活動のサポ

ートをしてきました。これらの活動の中で感じたことは、京都府士会の研修会や発

表会を通じて学術的な活動に興味を持ち、さらに他府県や全国規模の活動に発展し

ていく若い理学療法士が多いことです。このように、より多くのことを学びたい、

学会や発表会で他人からの意見を聞いてみたい、そんな理学療法士の支援をしてい

くことが重要であると感じました。そこで、今後は、現在の部長職に留まらず、京

都府理学療法士会全体に少しでもお役に立てばと思い、立候補しました。どうぞよ



ろしくお願い致します。 

15 理事 島 浩人 康生会武田病院 現在、士会の理事を務めています。 

今後、会員の皆様にホームページやニュースを通じて、情報の伝達ができるように

努力していきたいと思います。 

1 監事 伊藤 清弘 岸本病院 【略歴】 

平成 6～7年度 京都府理学療法士会広報部理事 

平成 8～9年度 京都府理学療法士会組織検討委員長 

平成 10～24年度 京都府理学療法士会地域部部長 

平成 24～27年度 日本理学療法士協会 代議員 

【抱負】 

 京都北部地域の士会活動を支援してきた経験から、北部も含めた京都士会活動を

活性化していくために微力でも何かお役にたてないかと常々考えてきました。 

今回、士会の運営、財務について監査、意見を具申する役目の監事に立候補します。 

2 監事 今井 至 京都医健専門学校 平成２２年度より、本会の監事をさせて頂いています。 

引き続き士会発展のため微力ながら監事役を務めたいと思います。 

何卒宜しくお願いします。 

 


