
平成30年度　都道府県理学療法士会　事務局 平成30年4月26日

県ID 県名
都道府県
士会長名

都道府県
事務局長名

事務局 〒 住所 住所2 TEL

01 北海道 太田誠 柿澤雅史 (公社)北海道理学療法士会事務局 060-0003 北海道札幌市中央区北３条西２丁目１ カミヤマビル４Ｆ 011-213-0301

02 青森 古木名寿登 村上三四郎 (一社)青森県理学療法士会事務局 030-0813 青森県青森市松原１丁目５－５ 　 サンシャインプラザ松原Ａ－１０２号室 017-752-9444

03 秋田 菅原慶勇 須藤恵理子 (公社)秋田県理学療法士会事務局 010-0921 秋田県秋田市大町一丁目２－４０ 018-867-1804

04 岩手 櫻田義樹 及川龍彦 (一社)岩手県理学療法士会事務局 020-0032 岩手県盛岡市夕顔瀬町4-32　 夕顔瀬スカイコーポラスＢ　202号室 019-622-4041

05 宮城 渡邉好孝 藤野隆喜 (一社)宮城県理学療法士会事務局 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央１－９－４  レジュイール泉302 022-344-6196

06 山形 高橋俊章 赤塚清矢 (一社)山形県理学療法士会事務局 990-2212 山形県山形市上柳２６０番地 山形県立保健医療大学内 023-687-5752

07 福島 山口和之 武田千穂 (一社)福島県理学療法士会事務局 963-0547 福島県郡山市喜久田町卸１－１－１    卸センター２階 024-954-8488

08 茨城 斉藤秀之 金子哲 (公社)茨城県理学療法士会事務局 310-0034 茨城県水戸市緑町３－５－３５ 029-353-8474

09 栃木 大屋晴嗣 川合直美 (一社)栃木県理学療法士会事務局 329-0498 栃木県下野市薬師寺３３１１－１  自治医科大学附属病院リハビリテーションセンター内 0285-58-7163

10 群馬 山路雄彦 渡辺真樹 (一社)群馬県理学療法士協会事務局 371-0854 群馬県前橋市大渡町１－１０－７    群馬県公社総合ビル６Ｆ 027-254-3237

11 埼玉 南本浩之 水田宗達 (公社)埼玉県理学療法士会事務局 362-0074 埼玉県上尾市春日１－２６－７ 048-773-1246

12 千葉 田中康之 薄直宏 (一社)千葉県理学療法士会事務局 260-0013 千葉市中央区中央1-11-1　 千葉中央ツインビル１号館1005号室 043-301-3065

13 東京 森島健 豊田輝 (公社)東京都理学療法士協会事務局 151-0053 東京都渋谷区代々木２丁目２６番５号  バロール代々木４０９ 03-3370-9035

14 神奈川 林克郎 相川浩一 (公社)神奈川県理学療法士会事務局 220-0003 神奈川県横浜市西区楠町４－１２   アーリア２０    １０１号 045-326-3225

15 新潟 佐藤成登志 郷貴大 (公社)新潟県理学療法士会事務局 950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口１－１－３８ コープオリンピア笹口３０３号室 025-250-7660

16 富山 堀尾欣三 酒井吉仁 (一社)富山県理学療法士会事務局 936-0023 富山県滑川市柳原１４９－９ 076-476-1716

17 石川 神戸晃男 矢野昌充 (公社)石川県理学療法士会事務局 920-8204 石川県金沢市戸水１丁目２５番地 076-254-1431

18 福井 四谷昌嗣 小澤純一 (公社)福井県理学療法士会事務局 910-0855 福井県福井市西方１－２－１１ 0776-21-8006

19 山梨 小林伸一 有泉静佳 (一社)山梨県理学療法士会事務局 407-0046 山梨県韮崎市旭町上條南割３２５１－１    山梨県立あけぼの医療福祉センター療法科内 0551-22-6112

20 長野 佐藤博之 神津哲也 (一社)長野県理学療法士会事務局 380-0836 長野県長野市南長野南県町６８５－２ 長野県食糧会館内 026-234-3540

21 静岡 和泉謙二 山内一之 (公社)静岡県理学療法士会事務局 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町１０番２０３号   新中町ビル２階 054-275-2985

22 岐阜 舟木一夫 田中　利典 (公社)岐阜県理学療法士会事務局 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南１丁目１１番１２号   岐阜県水産会館６０１号室 058-277-6166

23 愛知 鳥山喜之 星野茂 (公社)愛知県理学療法士会事務局 461-0001 愛知県名古屋市東区泉１－１２－３５ １０９１ビル９Ｆ 052-972-6295

24 三重 高橋猛 南出光章 (一社)三重県理学療法士会事務局 514-0826 三重県津市桜橋２丁目１３１    三重県社会福祉会館内２階 059-271-9918

25 京都 並河茂 依岡徹 (一社)京都府理学療法士会事務局 606-8395
京都府京都市左京区丸太町
通川端東入東丸太町２９－７

ラッジングハウス蘭Ⅴ 2階 075-741-6017

26 滋賀 本白水博 平岩康之 (公社)滋賀県理学療法士会事務局 520-3232 滋賀県湖南市平松519-37 0748-69-6650

27 奈良 石橋睦仁 増田崇 (公社)奈良県理学療法士協会事務局 639-0226 奈良県香芝市五位堂３丁目５９９－２    ホワイトタウン３０１号 0745-78-2280

28 和歌山 中前和則 森本昌信 (公社)和歌山県理学療法士協会事務局 641-0014 和歌山県和歌山市毛見１４５１ 琴の浦リハビリテーションセンター内 073-499-5000

29 大阪 山川智之 熊崎大輔 (公社)大阪府理学療法士会事務局 540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町１－４－１２ 常盤セントラルビル３０１号 06-6942-7233

30 兵庫 岩井信彦 山本克己 (一社)兵庫県理学療法士会事務局 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通５丁目５－２２  ４階 078-367-7311

31 岡山 國安勝司 原由紀子 (一社)岡山県理学療法士会事務局 700-0913 岡山県岡山市北区大供３－２－１８ 岡山医療技術専門学校内４階
086-806-2229

HP:090-4656-8020

32 広島 久保高行 坂口暁洋 (公社)広島県理学療法士会事務局 732-0052 広島市東区光町2丁目6-41　 セネスビル５F 082-568-5610

33 鳥取 三谷管雄 馬壁知之 (一社)鳥取県理学療法士会事務局 682-0197 鳥取県東伯郡三朝町山田６９０   三朝温泉病院   リハビリテーション科内 0858-43-1321

34 島根 太田真英 吉岡健太郎 (一社)島根県理学療法士会事務局 699-1221 島根県雲南市大東町飯田９６－１    雲南市立病院    リハビリテーション技術科内 0854-43-2530

35 山口 宮野清孝 綿谷昌明 (一社)山口県理学療法士会事務局 753-0831 山口県山口市平井200-1　 エゼ平井１０１号室 083-941-6900

36 徳島 鶯春夫 村上和広 (公社)徳島県理学療法士会事務局 771-4307 徳島県勝浦郡勝浦町大字三渓字平１２８－１　 徳島医療福祉専門学校　理学療法学科内 0885-42-4810

37 高知 宮本謙三 井上佳和 (公社)高知県理学療法士協会事務局 781-5103 高知県高知市大津乙2500-2　 土佐リハビリテーションカレッジ　理学療法学科内 088-866-7533

38 香川 横倉益弘 清川敏郎 (一社)香川県理学療法士会事務局 769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁６２－１   四国医療専門学校   理学療法学科内 0877-41-2330

39 愛媛 定松修一 谷口千明 (公社)愛媛県理学療法士会事務局 794-0054 愛媛県今治市北日吉町１－１０－５０  放射線第一病院リハビリテーション科内 0898-23-3358

40 福岡 西浦健蔵 近藤直樹 (公社)福岡県理学療法士会事務局 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-8-26　 第3白水駅東ビル305号 092-433-3620

41 長崎 塩塚順 小無田彰仁 (公社)長崎県理学療法士協会事務局 850-0874 長崎県長崎市魚の町１番23号 フォーレ長崎203号 095-895-5145

42 熊本 北里堅二 大脇秀一 (公社)熊本県理学療法士協会事務局 861-8045 熊本県熊本市東区小山２－２５－１５       グランレーヴ弐番館１０３号 096-389-6463

43 大分 河野礼治 市川泰朗 (公社)大分県理学療法士協会事務局 870-0127 大分県大分市森町５０１－３   センチュリーコートＡＺ２階３号室 097-547-7797

44 佐賀 片渕宏輔 峰松一茂 (公社)佐賀県理学療法士会事務局 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北６丁目４番３９号 0952-37-9071

45 宮崎 中田洋輔 髙月航 (一社)宮崎県理学療法士会事務局 880-0032 宮崎県宮崎市霧島２丁目６２－２ 0985-34-9120

46 鹿児島 梅本昭英 平名章二 (公社)鹿児島県理学療法士協会事務局 890-0063 鹿児島市鴨池1丁目48番25号 099-203-0860

47 沖縄 池城正浩 城間定治 (公社)沖縄県理学療法士協会事務局 904-0032 沖縄県沖縄市諸見里１丁目４－２２     ３０１号室 098-930-5023


