
分掌規定　Ｈ２７～２８

局長 部 部　長 分掌規定

総　務　部 鈴木　聡

財　務　部 　松下　剛範 会費徴収、財産管理、他、会の財務に関すること

事業管理部 中込　智和

渉　外　部 加納　朱加

広　報　部 清水　真治 理学療法についての広報・啓発活動に関すること

会　報　部 菊池　悟 士会ニュースの編集・発行

調査研究部 中込　亮 アンケート調査、調査内容の分析

企画研修部 大西　正紀 アンケート調査、分析に基づいた研修会等の企画・開催

公開講座部 上田　修 一般県民を対象とした公開講座の企画・開催

学術研修部 名取　大輔 専門知識・技術研修会の企画・開催

学術集会部 菊池　信 山梨県ＰＴ士会学術集会の企画・開催

生涯学習部 笠井　雄太 生涯学習（協会委託）および新人教育（士会）

委託事業部 市川　普隆 関係団体等から依頼された事業等への協力

小尾　伸二 スポーツイベント等への協力

地域連携部 三枝　直人 地域理学療法研修会開催

事務管理局　　
　藤田　理恵

会員の登録管理、諸会議の開催と議事録の保管、公文
書の管理発送、他、会の運営管理事務に関すること

研修会管理、HP管理、法人事業管理、事務局業務委託
化・管理、など事業管理に関すること

政治連盟窓口、政党や県などへの要望書等管理、県はじ
め各種団体からの要望窓口

広　 報　 局　　
　青柳　彰浩

企　 画　 局　　
　井村　順治

学　 術　 局　　
　北山　哲也

社　 会　 局　　
　古屋　伴仁

ｽﾎﾟｰﾂPT部

福祉厚生局　　
笠井 斗志夫



医療保険部 小林　泰彦 診療報酬に関する情報収集・情報提供

介護保険部 河野　裕一 介護報酬に関する情報収集・情報提供

福祉厚生局　　
笠井 斗志夫



分掌規定　Ｈ２１～２２

局長 部 部　長 分掌規定

総　務　部 高石　みわ

財　務　部 佐藤　亜紀 会費徴収、財産管理、他、会の財務に関すること

広　報　部 青柳　彰浩 理学療法についての広報を行う

会　報　部 清水　真治 士会ニュースの発行

ＨＰ管理部 菅谷　　仁 ＨＰの管理、更新

調査研究部 横小路吉美 アンケート調査、調査内容の分析

企画研修部 大西　正紀 アンケート調査、分析に基づいた研修会等の実施

公開講座部 井村 順治 一般県民を対象とした公開講座の開催

学術研修部 名取　大輔 専門知識・技術研修会の実施

学術集会部 遠藤　公士 山梨県ＰＴ士会学術集会の実施

生涯学習部 菊池　   信 生涯学習（協会委託）および新人教育（士会）

委託事業部 小林　正典 関係団体等から依頼された事業等への協力

小尾　伸二 スポーツイベント等への協力

地域連携部 山田　洋二

医療保険部 小林　泰彦 診療報酬に関する情報収集・情報提供

事務管理局
　　　斉藤  

智雄

会員の登録管理、諸会議の開催と議事録の保管、
公文書の管理発送、他、会の運営管理事務に関
すること

広　 報　 局
　　　清水  

文彦

企　 画　 局
　　　加賀美

　研

学　 術　 局
　　　北山　

哲也

社　 会　 局
　　　川野　

正巳
ｽﾎﾟｰﾂPT部

福祉厚生局
　　饗場　康

理学療法相談窓口の設置、地域PT研修会開催



介護保険部 河野　裕一 介護報酬に関する情報収集・情報提供

福祉厚生局
　　饗場　康



分掌規定　Ｈ２５～２６

局長 部 部　長 分掌規定

総　務　部 折井　聡

財　務　部 大内　俊志 会費徴収、財産管理、他、会の財務に関すること

事業管理部 菅谷　仁

渉　外　部 加納　朱加

広　報　部 清水　真治 理学療法についての広報・啓発活動に関すること

会　報　部 菊池　悟 士会ニュースの編集・発行

調査研究部 中込　亮 アンケート調査、調査内容の分析

企画研修部 大西　正紀 アンケート調査、分析に基づいた研修会等の企画・開催

公開講座部 上田　修 一般県民を対象とした公開講座の企画・開催

学術研修部 名取　大輔 専門知識・技術研修会の企画・開催

学術集会部 菊池　信 山梨県ＰＴ士会学術集会の企画・開催

生涯学習部 遠藤　公士 生涯学習（協会委託）および新人教育（士会）

委託事業部 古屋　伴仁 関係団体等から依頼された事業等への協力

小尾　伸二 スポーツイベント等への協力

地域連携部 三枝　直人

事務管理局　　
　藤田　理恵

会員の登録管理、諸会議の開催と議事録の保管、公文
書の管理発送、他、会の運営管理事務に関すること

研修会管理、HP管理、法人事業管理、事務局業務委託
化・管理、など事業管理に関すること

政治連盟窓口、政党や県などへの要望書等管理、県はじ
め各種団体からの要望窓口

広　 報　 局　　
　青柳　彰浩

企　 画　 局　　
　井村　順治

学　 術　 局　　
　北山　哲也

社　 会　 局　　
　小林　正典

ｽﾎﾟｰﾂPT部

福祉厚生局　　
笠井 斗志夫

理学療法相談窓口の設置、地域PT研修会開催



医療保険部 小林　泰彦 診療報酬に関する情報収集・情報提供

介護保険部 河野　裕一 介護報酬に関する情報収集・情報提供

福祉厚生局　　
笠井 斗志夫



分掌規定　Ｈ２６～２７

局長 部 部　長 分掌規定

総　務　部 折井　聡

財　務　部 大内　俊志 会費徴収、財産管理、他、会の財務に関すること

事業管理部 菅谷　仁

渉　外　部 加納　朱加

広　報　部 清水　真治 理学療法についての広報・啓発活動に関すること

会　報　部 菊池　悟 士会ニュースの編集・発行

調査研究部 中込　亮 アンケート調査、調査内容の分析

企画研修部 大西　正紀 アンケート調査、分析に基づいた研修会等の企画・開催

公開講座部 上田　修 一般県民を対象とした公開講座の企画・開催

学術研修部 名取　大輔 専門知識・技術研修会の企画・開催

学術集会部 菊池　信 山梨県ＰＴ士会学術集会の企画・開催

生涯学習部 遠藤　公士 生涯学習（協会委託）および新人教育（士会）

委託事業部 市川　普隆 関係団体等から依頼された事業等への協力

小尾　伸二 スポーツイベント等への協力

地域連携部 三枝　直人

事務管理局　　
　藤田　理恵

会員の登録管理、諸会議の開催と議事録の保管、公文
書の管理発送、他、会の運営管理事務に関すること

研修会管理、HP管理、法人事業管理、事務局業務委託
化・管理、など事業管理に関すること

政治連盟窓口、政党や県などへの要望書等管理、県はじ
め各種団体からの要望窓口

広　 報　 局　　
　青柳　彰浩

企　 画　 局　　
　井村　順治

学　 術　 局　　
　北山　哲也

社　 会　 局　　
　古屋　伴仁

ｽﾎﾟｰﾂPT部

福祉厚生局　　
笠井 斗志夫

理学療法相談窓口の設置、地域PT研修会開催



医療保険部 小林　泰彦 診療報酬に関する情報収集・情報提供

介護保険部 河野　裕一 介護報酬に関する情報収集・情報提供

福祉厚生局　　
笠井 斗志夫


