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理事立候補者　23名　　（定員20名）

この度、役員候補者選挙に立候補させていただきました、東京湾岸リ
ハビリテーション病院の熊谷将志です。この度、いくつかの考えがあ
り、立候補を致しました。その一つは、作業療法士に対して社会が求
めていることをよりダイレクトに知ることができるであろう構造の中で、
自分のような一作業療法士が今後実際にどう動いていくべきかという
ことを知りたい、その経験を伝えていきたいと考えたことです。もう一つ
は、会員、県士会のそれぞれに伝えたいことや求めていることが様々
あるかと思いますが、その意思伝達について双方向に強化することに
関わりたいと思ったことです。より身近に意思疎通を図ることができれ
ば、県士会の隠れた名作業療法士たちが活躍できる場が拡大し、ひい
ては千葉県士会全体の底上げに繫がると考えたためです。以上のこと
を確実に実行できるように一つ一つ行動していこうと考えています。ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

中村古峡記念病院

東京湾岸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
私はこれまで2期務めさせて頂き、HP委員会・地域連携推進委員会・
東葛南部ブロックなどで活動しております。その中で感じたことは、自
分の臨床の場である通所介護でも感じることですが、他の専門職や地
域住民に対して、作業療法士が担えるであろう役割が十分に果たせ
ず、また理解されていないということです。もし、代議員になることがで
きたのであれば、他職種や地域住民の方々へ作業療法を知って頂
き、活用してもらえるようなサポートもできればと考えています。また、
別には県士会員になって良かったと思えるようなサービスを創出した
いと思っています。県士会ホームページの内容の充実させることもそ
の一つです。委員会・ブロック活動では研修会の企画や新たな取り組
みなどに対して、お手伝いさせていただきたいと考えています。ぜひ、
皆様のお力添えを頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

介護老人保健施設かもめﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｾﾝﾀｰ
木更津市の介護老人保健施設かもめメディカルケアセンターに勤務し
ております浦部智章と申します。この度「生活行為向上マネジメント
（MTDLP）の推進」と、「作業療法を伝える」活動を行いたく、千葉県作
業療法士会理事選挙に立候補をさせて頂きました。現在臨床活動の
傍ら、日本作業療法士協会MTDLP推進プロジェクト委員として千葉県
内のMTDLPの推進活動を行っております。我が国では地域包括ケア
の推進が喫緊の課題とされていますが、MTDLPの推進は作業療法士
が地域包括ケアに貢献するために必須の活動であると考えておりま
す。また同時に地域の皆様に「作業療法を伝える」ことの重要性を実
感しております。千葉県作業療法士会の一員として、会員の皆様とご
一緒に作業療法を地域の皆様に伝え、また作業療法士が地域に貢献
できる体制づくりを行いたいと考えております。どうぞよろしくお願いい
たします。

熊谷　将志

このたび、代議員に立候補させていただきます太田一成です。
精神科作業療法に従事し精神疾患のある方、認知症治療病棟にて重
度の認知症のある方に携わってきました。千葉県作業療法士会では、
学術部老年期委員会、認知症専門職研修委員会、ブロック活動では
千葉中央ブロックのブロック長を務めさせていただいております。作業
療法を必要とされる方々のため、千葉
県の作業療法士の皆様の代表として頑張りたいと思います。

金子　敦史
特別養護老人ホーム　さくらの丘

作業療法士が社会貢献できることを皆さまと共に考え、様々な場面で
発信し、より必要とされる職種になるため、また、多くの方に知っていた
だける環境を作っていけるように、精一杯頑張りたいと思います。今後
も微力ながら県士会のために少しでも貢献できるように尽力していき
たいと思います。宜しくお願い致します。

木村　洋介
デイサービス　テイクオフ

みつわ台総合病院
千葉市出身の内山安正と申します。お陰様で16年間の臨床において、
転勤やアルバイトを含めて10施設・急性期～生活期、訪問リハなど幅
広い経験を積むことができました。来年には不惑を控えて、臨床や研
究だけでなく社会的立場に相応しい社会貢献をテーマに活動をしてい
きたいと思います。どうぞ、よろしくお願い致します。

太田一成

浦部　智章

役員改選　立候補者

　〇　掲載は氏名昇順となっています。

千葉県立保健医療大学
有川　真弓

平成24年より千葉県立保健医療大学で作業療法士の養成教育に携
わっています有川真弓と申します．平成28年度より千葉県作業療法士
会の理事となり，また事務局長を仰せつかり，力不足ながら2年間，活
動を進めてまいりました．会員の思いが県士会活動に反映されるよう
尽力したいと思い，立候補をさせていただきます．どうぞよろしくお願い
いたします．

石井　佐代子
医療法人同和会　千葉病院

この度、千葉県作業療法士会代議員選挙に立候補いたしました、石井
佐代子と申します。平成16年に作業療法士になり、精神科単科病院に
入職。現在まで、入院・外来患者様を対象にした精神科作業療法を運
営しています。平成24年から千葉県作業療法士会福利厚生部の業務
に携わり、新人オリエンテーションの企画運営や託児業務を通して、作
業療法士として働く上で、さらに視野が広がったことを実感していま
す。また、所属先や分野を超えた作業療法士のつながりがとても大事
であり、大切な仲間であることも感じています。これからも県士会活動
に貢献させていただきたく、立候補いたしました。よろしくお願いいたし
ます。

内山　安正

宣伝広報

平成30年5月10日
一般社団法人　千葉県作業療法士会　選挙管理委員会

　〇　監事は、定数2名のところ、立候補者は2名でした。
　〇　理事は、定数20名のところ、立候補者は23名でした。
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中頭　賢志郎
君津中央病院

この度、千葉県作業療法士会代議員に立候補いたしました国保直営
総合病院　君津中央病院に勤務しております中頭賢志郎です。これま
で千葉県士会においては地域連携推進委員長として微力ながら活動
を行ってきました。当院は広域支援センターを担い、また君津圏域では
君津POS連絡協議会で副会長を務め思うのは、地域団体が活発にな
りお互いの認知と規範統合はこれからの課題と感じています。今後に
おいても作業療法の啓発を継続しながらも、地域で行っている取り組
みを共有して相互支援できる関係作りが必要です。今回立候補するこ
とで、千葉県士会と地域での取り組みを繋ぎ、発展に寄与できるよう努
めていければと考えております。

永野　亮太
障害者支援施設聖マーガレットホーム

代議員・ブロック長を経て、再び代議員へ立候補させていただきます。
東総ブロックは広範囲に渡る地域ですが、出来る限り横のつながりを
作って行きたいと思っています。また、作業療法士が地域の中でより活
躍できるよう、県士会活動に力を入れていきたいと思っています。どう
ぞよろしくお願いします。

総合リハビリ研究所
この度、理事に立候補させていただきました土居義典と申します。私は
16年間に渡り地域における作業療法士として活動しております。地域
内では訪問におけるリハビリテーション、職業リハビリテーションの2つ
を専門としております。その中で他県ではありますが県士会の理事に
て運営の舵取りを行った経験、また日本作業療法士協会制度対策部
保険対策委員会介護保険班班長にて介護報酬における要望及び改
定情報の集約等における業務も歴任しております。これから地域包括
ケアが中核となる中で地域において活動している作業療法士が、さら
に専門性を高め地域貢献できるように、行政や県士会が推進すべき
方向と担当区内の作業療法士の「声」を重ね、また今までの経験値も
生かしながら千葉県作業療法士会の発展のために活動していきたい
と思っております。

坂田　祥子
東京湾岸リハビリテーション病院

地域包括ケアの実現と充実に向けて作業療法士をはじめリハ専門職
への期待はますます大きくなっています。私たちは作業療法士としてで
きることの質を高め、社会の期待に応えられる存在にならなければと
感じます。私は、今後も引続き皆様と協力しながら、県士会活動に取り
組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

おゆみの中央病院の露崎　雄太（つゆざき　ゆうた）と申します。私は、
老健施設で9年間地域での作業療法を経験した後、現在の職場である
おゆみの中央病院で3年間地域包括ケア病棟にて臨床に携わり、リー
ダーとして管理業務に従事しております。そのなかで、地域包括ケアシ
ステムにおいて作業療法士が活躍できる場や機会がより増えること
で、私たちの専門性をより生かし、地域に生活する方々の支援を充実
させることができるのではないかと常々感じておりました。このような思
いを抱えていた折、県士会主催の講習会に参加した際に、県士会活
動に協力をすることで、自分自身の思いを形にできるだけでなく、自分
自身の幅を広げられるのではないかと思い至り、この度代議員に立候
補させていただきました。若輩者ではありますが、みなさまのご指導、
ご鞭撻を賜りながら様々な取り組みを行ってまいりたいと思っておりま
す。何卒、よろしくお願い申し上げます。

鈴木　研
谷津居宅サービスセンター

私は、現在、谷津居宅サービスセンターにて、「通所リハビリ」と「訪問
リハビリ」の生活期リハビリに携わっています。今、生活期領域で求め
られることは、科学的根拠のあるリハビリを提供し、その効果を世の中
に伝えていくことです。今、地域領域において、作業療法士の存在意
義が問われてきています。その一方で、地域包括ケアシステムにおい
て、作業療法士が力を発揮できる場面が多くあると認識しています。こ
れから、地域において作業療法士が生き残り、さらには、職域をさらに
広げることができるよう少しでもお役に立てることができたらと思ってい
ます。どうぞ、宜しくお願い致します。

須藤　崇行
野田ライフケアセンター

この度、代議員選挙に立候補させていただきました、野田ライフケアセ
ンターの須藤崇行です。これまでの千葉県での活動としては、平成25
年度より生活行為向上マネジメントの委員として活動してきました。ま
た平成29年度からは、学会委員会の委員長を務めております。これま
での委員会活動を通して、より会員の皆さまの意見を反映した活動が
必要と感じたため、今回代議員の選挙に立候補いたしました。よろしく
お願いいたします。

多田　智
帝京大学ちば総合医療センター

帝京大学ちば総合医療センターに勤務して20年以上経ち、急性期医
療を中心に高次脳機能障害・外傷・神経筋疾患・地域の作業療法を展
開してきました。千葉県作業療法士協会の活動としては保険部部長・
南総ブロック担当理事を任されており、保険内容等会員皆様からの質
問にお答えする業務を実施しております。今後も千葉県作業療法士協
会の活動に尽力していきたいと思います。

露崎　雄太
医療法人社団淳英会　おゆみの中央病院

介護老人保健施設フェルマータ船橋で勤務しております古城哲也と申
します。千葉県作業療法士会に入会してから様々な作業療法士と繋
がりを持つことができ刺激あるとてもいい経験をさせていただいており
ます。これからも千葉県作業療法士会の発展に貢献していきたいと思
います。どうぞよろしくお願い致します。

小林　毅
厚生労働省（4月以降は自宅）

このたび、代議員に立候補いたしました小林毅（こばやしたけし）です。
今まで、一般社団法人日本作業療法士協会の役員などをしてまいりま
した。千葉県の作業療法士会にも間接的にはいろいろとかかわりをさ
せていただいてきましたが、本年の3月までの任期の職務を終えて、一
般社団法人千葉県作業療法士会の一員としてお役に立てるよう、立候
補させていただくこととしました。日本作業療法士会や千葉県、また3
月までの職務内容をすこしでも士会にお伝えできればと考えておりま
す。どうぞ、ご理解、ご協力をいただければ幸いです。

古城　哲也
介護老人保健施設フェルマータ船橋

土居　義典
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これまでも千葉県作業療法士会に長く関わらせていただいておりま
す。会員の皆様のご協力のもと、千葉県作業療法士会の活動のお手
伝いができればと思っております。また、これ以上に楽しく、より活発
で、OT同士のつながりをもてるような活動につながるために努力した
いと思っています！よろしくお願い致します。

横山　誠治
介護老人保健施設　ハートケア市川

私は千葉県作業療法士会の副会長をさせて頂いている、介護老人保
健施設ハートケア市川の横山誠治と申します。でも実際はまだまだわ
からない事が多く、さまざまな方達に助けられています。私はこの形で
いいと思っています。一人で全てをまかなえるはずがありません。また
いろいろな人がいて、考えがあるからこそ、いいアイディアやデザイン
が生まれると思うからです。今回の改定では、地域に対するリハビリ専
門職の活躍が期待され、その実績が問われるような内容になってお
り、現状のシステムの中ではなかなか難しい課題です。けれども同じよ
うな想いや考えをもった、その地域のさまざまな職種の方と作業療法
士が力を併せることで、もっと面白く、ステキなことができるんじゃない
かなぁと考えています。代議員として会員の皆さんと一緒に楽しい事を
していきたいと思っています。できる範囲のほんの少しお力をお貸しく
ださい。今後ともどうぞよろしくお願いします。

滑川　佳奈恵
千葉県中央障害者相談センター

松尾　真輔
千葉県立保健医療大学

私は現在、千葉県立保健医療大学に勤務しております。これまで千葉
県作業療法士会の運営に参加させていただき、はや5年が経過しまし
た。この間には生活行為向上マネジメント（以下、MTDLP）推進委員を
任され、県士会MTDLP担当理事を務め、MTDLPを千葉県士会員や県
民の皆様に知っていただくために普及・啓蒙活動をしてまいりました。
また千葉県中央ブロック担当理事と同時に、昨年度よりブロック活動
部の部長に任命され、県士会活動の幅を広げていくよう努めてまいり
ました。これからも千葉県における作業療法の更なる発展に努め、県
士会員の皆様と共に取り組んでいきたいと考えております。引き続き
微力ではありますが、県士会活動のお役に立ててればと思い、立候補
いたしました。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

茂木　優希
自宅

私は、災害対策委員として災害対策の整備と普及を行ってきました。
その中で、他団体との連携を行い、平常時からのつながりを大切にし
てきました。災害時においても被害者が「できるだけ早く元の生活に戻
ること」を考え、様々なニーズに応えていけるのは私たちの職種だと思
います。いつ起こるとはわからない災害ですが、日々の地域のつなが
りが発災時にも強いネットワークとなります。災害にも強い千葉県作業
療法士会を構築する一端を担いたいと思っています。

野口　晴康
五香病院

この度、千葉県作業療法士会東葛北部代議員に立候補させていただ
きました野口晴康です。平成29年度まで、教育部担当理事として基礎
研修の運営と災害対策委員として県士会運営に携わられて頂きまし
た。生涯教育制度は卒後教育の一環として作業療法士の質の向上を
目指しています。また、作業療法士が活躍する場も地域や福祉の領域
へと拡大しつつあります。基礎研修は専門・認定作業療法士取得に向
けてのファーストステップであり、作業療法士として心構えになるような
研修を開催しています。今後も有意義な研修の開催を目指します。そ
して、多職種と連携する際に「この仕事は作業療法士に依頼したい」と
指名される様に知名度の向上を千葉県作業療法士会へ活動を通して
出来ればと考えています。宜しくお願い致します。

平野　大輔
国際医療福祉大学　成田保健医療学部　作業療法学科

この度、千葉県作業療法士会の代議員選挙に立候補致しました国際
医療福祉大学成田保健医療学部作業療法学科の平野大輔と申しま
す。本学科は２０１６年４月に成田市公津の杜に開設致しました。本学
科では臨床と離れない教育を実践し、地域社会あるいは国際社会に
おいて貢献できる多様な視点を持った作業療法士を養成したいと考え
ております。これまで、千葉県作業療法士会におきましては、学術部と
東総ブロックの活動に関わってきました。今後もこれらの活動を盛り上
げ、千葉県作業療法士会の発展および千葉県の保健医療福祉の向
上に貢献したいと考え、立候補致しました。よろしくお願い申し上げま
す。

市川市障害者支援課
これまで5年間、会長職を務めてきましたが、県士会組織の新陳代謝
をはかるため、退任させていただき、今後は監事として、県士会の適
正な運営のために尽力したいと思います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

池澤　直行


