
役　職 氏　名 業務分掌

会　　長 小林　伸一
法人代表
法人の運営、業務の統括

副　会　長 磯野　賢
会長の補佐、法人業務の執行
・会長職務代行者
＊山梨県リハビリテーション専門職団体協議会　会長

副　会　長 髙村　浩司
会長の補佐、法人業務の執行
＊学術担当理事：企画局、学術研修局、生涯学習局、学術大会局の統括
　各局会議開催

副　会　長 三科　貴博

会長の補佐、法人業務の執行
＊事業担当理事：社会局、福祉厚生局、広報局、士会支部設立推進局の
統括
　各局会議開催

副　会　長 小林　司
会長の補佐、法人業務の執行執行
＊委員会担当理事　各委員会の統括
＊磯野山梨県リハビリテーション専門職団体協議会長の補佐

監　　事 谷村英四郎
理事の職務執行の監査、監査報告
法人の業務の監査、財産状況の監査

監　　事 斎藤　智雄
理事の職務執行の監査、監査報告
法人の業務の監査、財産状況の監査

局　長 有泉　静佳
局の統括
・局、部会議の開催

総務部長 秋山　侑大
法人の運営にかかわる事務管理に関すること
・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　等

財務部長 入倉　加奈子
法人の財務、財産管理等財務に関すること
・会費徴収　・財産管理　・必要経費等の支払い

渉外部長 小林　泰彦
山梨県理学療法士連盟との連絡、調整
・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

＊HP管理 中込　智和 当士会HPの管理、運営全般
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事　務　管　理　局



局　長 井村　順治
局の統括
・局、部会議の開催

公開講座部長 上田　修 一般県民を対象とした公開講座の企画・開催

企画研修部長 丸茂　高明
アンケート調査、分析に基づいた研修会等の企画・開催
・会員資質向上、PT専門以外の事柄に関する研修会の開催

調査研究部長 塩原　真
アンケート調査、調査内容の分析
・アンケート調査依頼への対応
・研修会、公開講座等でのアンケート調査

局　長 名取　大輔
局の統括
・局、部会議の開催

学術研修部長 渡辺　修司
専門知識・技術研修会の企画・開催
・学術研修会（年4回）の開催

委託講習会部長 清水　大介
協会主催　理学療法士講習会の開催
・理学療法士講習会（年2回）開催

局　長 北山　哲也
局の統括
・局、部会議の開催

新人教育研修部長 笠井　雄太
新人教育研修に関すること
・新人教育プログラム研修会の開催
・協会新人教育担当者会議への出席

協会研修部長 瀧口　玄太
協会事業にかかわる研修会の開催、対応（理事会への提案等）
・協会指定管理者研修に関する研修会、理事会への対応の提案

局　長 菊池　信
局の統括
・局、部会議の開催

士会学術集会部長 宮野　将貴 県士会学術集会の企画、立案、実施

企　画　局

学　術　研　修　局

生　涯　学　習　局

学　術　大　会　局



合同学術大会部長 清水　一彦
第3回山梨県リハビリテーション専門職協議会合同学術大会の
企画、立案、実施
・POS協議会実行委員会への提案

局　長 古屋　伴仁
局の統括
・局、部会議の開催

委託事業部長 市川　普隆 関係団体等から依頼された事業等への協力

ｽﾎﾟｰﾂPT部長 小林　幸一郎
スポーツPTに関すること
・大会への参加　・チームへの帯同　・勉強会の開催

局　長 鈴木　聡
局の統括
・局、部会議の開催

医療保険部長 雨宮　直樹
診療報酬に関すること
・診療報酬改定等の情報収集及び情報提供
・医療、介護保険に関する研修会の開催

介護保険部長 遠藤　勇志
介護報酬に関すること
・介護報酬改定等の情報収集及び情報提供
・医療、介護保険に関する研修会の開催

地域連携部長 原　啓太
地域との連携強化等に関すること
・理学療法研修会開催　・イベント等における広報、相談対応
・地域リハ従事者研修等への参画

局　長 大西　正紀
局の統括
・局、部会議の開催

広報部長 中込　亮
理学療法についての広報・啓発活動に関すること
・理学療法週間事業等での広報活動

会報部長 宇月　正明　
士会ニュースの編集・発行
・サポーターズ発行（年2回）　・関係各所への配布
・士会事業の取材と広報

局　長 平賀　篤
士会支部化に関すること。
調査、検討、理事会への報告、提案、具体的な組織づくり

広　報　局

社　会　局

福　祉　厚　生　局

士　会　支　部　設　立　推　進　局



中西部支部設立推進
部長

堀内　聖也
士会支部化、中西部支部設立に関すること

富士東部支部設立推
進部長

羽田　翔 士会支部化、富士東部支部設立に関すること

選挙管理委員会 三浦　博美 協会代議員選挙、士会役員選挙の対応

表彰委員会
有泉　静佳
（兼）

県・協会等、関係団体からの表彰対象者照会への対応

糖尿病対策推進委員
会

藤田　理恵
糖尿病対策推進に関わること
・事業展開の検討、実施
・関係会議への出席

訪問理学療法
委員会（＊）

柴田　佳介

訪問理学療法の推進に関すること
・訪問リハビリ地域リーダー会議への出席
・訪問リハビリテーション委員会（POS協議会）への出席
・実務者研修会の開催

災害対策支援
委員会（＊）

大野　了資

災害支援に関すること
・JIMTEF研修会等、各種研修会への参加（人材育成）
・山梨JRAT運営及び研修会実施
・POS団体協議会主催研修会への参画

地域支援事業等
推進委員会（＊）

笠井　斗志夫
地域包括ケア、介護予防推進に関わること
・地域包括ケア・介護予防推進リーダー導入研修会等の開催
・介護予防アドバイザー全体研修会（POS協議会）の開催

特別支援教育
委員会（＊）

髙村　裕子
特別支援教育に関すること
・POS団体協議会主催研修会への参画

認知症対策
委員会（＊）

大西　健太
認知症対策に関すること
・POS団体協議会の委員会と協働する
・PTと認知症対策についてのかかわり方の提案

がんリハ推進
委員会（＊）

山田　洋二

がんリハビリテーション推進に関すること
・アンケート調査実施、まとめ
・次年度事業の検討、提案、研修会の実施等POS団体協議会の委員会と
協働する

合同学術大会
実行委員会（＊）

菊池　信
（兼）

第3回山梨県リハビリテーション専門職協議会合同学術大会の
企画、立案、実施
・各士会選出実行委員との協働

やまなし地域リハ
-ケアの推進を考える

会

小林　伸一
（兼）

介護支援専門員協会との連携強化に関わること
・同会の研修会の開催

（＊）士会常設及び山梨県POS団体協議会に対応

委　員　会



オリンピック
・パラリンピックスポー

ツ委員会
小尾　伸二

オリンピック、パラリンピック参加への取り組み
オリンピック、パラリンピック後のスポーツ活動への取り組み

50周年記念事業実行
委員会

三科　貴博 令和3年、士会設立50周年記念事業開催に関すること

COVID-19対策委員
会

雨宮　直樹
COVID-19対策に係ること、
情報共有システム構築、対策の具体的取り組みについて理事会への提
言

働きやすい環境創り
検討委員会

藤田　理恵
（兼）

関東甲信越ブロックにおける委員会への参加
・ワークライフバランスへの取り組みについて、理事会への提言

学校保健推進執行委
員会担当窓口

長田　綾太
協会からの連絡等の窓口、会議への出席
・学校保健（セラピストの配置等）に関する内容

小林　伸一
（兼）

代表者会議：3年任期（H30年度～R2年度）

鈴木　聡
（兼）

相談体制構築WG：（　　　　〃　　　　）

塩野　正徳 提供体制構築WG：（　　　　〃　　　　）

藤田　理恵
（兼）

2年任期（R1年度～R2年度）

柴田佳介
（兼）

　　　　　　　　〃

横山　英樹 　　　　　　　　〃

山梨県インクルーシブ
教育システム推進会

議

小林　伸一
（兼）

甲府市介護認定審査
会　委員

甲府市在宅医療・介
護連携推進会議

協　会　・　関　ブ　ロ　等

そ　の　他

特　別　委　員　会



山梨県地域包括ケア
推進協議会

小林　伸一
（兼）

介護機器普及事業運
営協議会

小林　伸一
（兼）

介護実習普及セン
ター運営委員

古屋　伴仁
（兼）

2年任期（R1年度～R2年度）

中北地域リハビリテー
ション連絡会

鈴木　聡
（兼）

年2回会議出席

峡東地域リハビリテー
ション広域支援セン

ター連絡会

鈴木　聡
（兼）

年2回会議出席


