
都道府県理学療法士会名 窓口
担当者名

連絡先
TEL・FAX・E-mail

住所

公益社団法人
北海道理学療法士会

盛　雅彦（事務長）
もり　まさひこ

TEL 011-213-0301
FAX 011-213-0302
E-mail： office@pt-hokkaido.jp

〒060-0003
札幌市中央区北3条西2丁目1カミヤマビル4F
(公社)北海度理学療法士会 事務局

一般社団法人
青森県理学療法士会

盛田真満(事務局職員)
もりた　まみ

TEL 017-752-9444
FAX 017-752-9455
平日9：00～13：00
E-mail： ptaomori@jomon.ne.jp

〒030－0813
青森市松原1－5－5
サンシャインプラザ松原A－102
(一社)青森県理学療法士会 事務局

公益社団法人
秋田県理学療法士会

畠山 和利
はたけやま かずとし

TEL 018-867-1804
FAX 018-867-1804
E-mail： akitapta00@gmail.com

〒010-0921
秋田市大町1丁目2-40
(公社)秋田県理学療法士会 事務局

一般社団法人
岩手県理学療法士会

及川龍彦
おいかわ たつひこ

TEL 019-622-4041
FAX 019-601-3004
E-mail： zimukyoku@iwate-pt.com

〒020-0032
岩手県盛岡市夕顔瀬町4-32-B202
（一社）岩手県理学療法士会　事務局

一般社団法人
宮城県理学療法士会

榊 望
さかき のぞむ

TEL 022-344-6196
FAX 022-344-6197
E-mail： chiiki-shien@pt-miyagi.org

〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央1-9-4レジュイール泉302
(一社)宮城県理学療法士会 事務局

一般社団法人
山形県理学療法士会

赤塚 清矢
あかつか せいや

TEL 023-687-5752
FAX 023-665-4199
E-mail： ypt-06@biscuit.ocn.ne.jp

〒990-2212
山形県山形市上柳260番地山形県立保健医療大学 内

一般社団法人
福島県理学療法士会

齊藤　隆
さいとう　たかし

TEL・FAX 024-954-8488
E-mail： jimukyoku@fukushima-pt.com

〒963-0547
福島県郡山市喜久田町卸1-1-1
（一社）福島県理学療法士会　事務局

公益社団法人
茨城県理学療法士会

河野  伸子(事務局職員)
こうの のぶこ

TEL 029-353-8474
FAX 029-353-8475
E-mail： info@pe-ibaraki.jp

〒310-0034
茨城県水戸市緑町3－5－35
(公社)茨城県理学療法士会 事務局

一般社団法人
栃木県理学療法士会

細井 直人
ほそい なおと

TEL 0287-20-3108(病院)
FAX 0287-20-3103(病院)
E-mail： hosoi@dyna.gotdns.com

〒324-0058
栃木県大田原市紫塚3-2633-10だいなリハビリクリ
ニック
リハビリテーション部 内

一般社団法人
群馬県理学療法士協会

新谷 和文
あらや かずふみ

TEL 027-382-1255(病院)
FAX 027-382-7396(病院)
E-mail： araya@silverwing.jp

〒379-0124
群馬県安中市鷺宮205-1
医療法人信愛会    本多病院
介護老人保健施設  うららく 内

公益社団法人
埼玉県理学療法士会

岡持　利亘
おかじ　としのぶ

TEL 048-773-1246
FAX 048-773-1249
E-mail： jimushitsu1971@saitama-pt.or.jp

〒362-0074
埼玉県上尾市春日1-26-7
(公社)埼玉県理学療法士会 事務室

一般社団法人
千葉県理学療法士会

中溝正浩
なかみぞ　まさひろ

TEL　0476-37-5588
FAX　0476-37-5525
E-mail：　koinukikakupt@yahoo.co.jp

〒286-0014
成田市郷部292-1　クローバーホーム成田Ａ
つかだファミリークリニック訪問看護ステーション
内

公益社団法人
東京都理学療法士協会

事務局 TEL 03-3370-9035
FAX 03-3370-9036
E-mail： tpta@eagle.ocn.ne.jp

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-26-5バロール代々木409
(公社)東京都理学療法士協会 事務局

公益社団法人
神奈川県理学療法士会

久保木 あずみ
くぼき あずみ

TEL 045-943-0127(病院)
FAX 045-943-0128(病院)
E-mail： kuboki@pt-kanagawa.or.jp

〒224-0061
横浜市都筑区大丸3-27-203
スギ訪問看護ステーション都筑 内

公益社団法人
新潟県理学療法士会

小林　美希子(こばやし　みきこ)
湯田　志穂　(ゆだ　しほ)

TEL 025-250-7660
FAX 025-250-7661
E-mail： jimukyoku@nipta.jp

〒950－0912
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
(公社)新潟県理学療法士会 事務局

一般社団法人
富山県理学療法士会

宮原 謙一郎
みやはら けんいちろう

TEL 076-476-1716
FAX 076-476-1716
E-mail： toyamapt-office@umin.ac.jp

〒936-0023
富山県滑川市柳原149-9
富山医療福祉専門学校  理学療法学科 内
(一社)富山県理学療法士会 事務局

公益社団法人
石川県理学療法士会

北谷 正浩
きたたに まさひろ

TEL 0767-22-1220(病院)
FAX 0767-22-5598(病院)
E-mail： qqkw8sb9@dolphin.ocn.ne.jp

〒925-8502
石川県羽咋市的場町松崎24番地
公立羽咋病院  リハビリテーション科 内

公益社団法人
福井県理学療法士会

板本　直明
いたもと　なおあき

TEL：0776-21-8008（病院）
FAX：0776-97-5387（病院）
E-mail：：itamoto@kenkoukai.or.jp

〒910-0855
福井県福井市西方1丁目2-11
医療法人健康会　嶋田病院リハビリテーション部内

一般社団法人
山梨県理学療法士会

有泉静佳（ありいずみしずか）
秋山侑大（あきやまゆうだい）

TEL：0551-22-6112（療法科直通）
FAX：0551-22-6184
E-mail：yamanashi.pt.jimu@gmail.com

〒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

一般社団法人
長野県理学療法士会

遠山 利枝(事務局職員)
とおやま  としえ

TEL 026-234-3540
FAX 026-234-3550
E-mail： jimu@pt-nagano.or.jp

〒380-0836
長野県長野市大字南長野字南町685-2長野県食糧会
館内
(一社)長野県理学療法士会 事務局

①主窓口菊池 和幸
きくち かずゆき

TEL 053-545-5330（病院）
FAX 053-468-1351（病院）
E-mail： kikuchi-k@shizuoka-pt.com

〒430－0817
静岡県浜松市南区頭陀寺町350番地の3訪問看護ス
テーション頭陀寺 内

②副窓口事務局 TEL 054-275-2985
FAX 054-275-2977
E-mail： office@shizuoka-pt.com

〒420ー0853
静岡市葵区追手町10番203号  新中町ビル2階
(公社)静岡県理学療法士会 事務局

公益社団法人
岐阜県理学療法士会

山下 恒彦
やました つねひこ

TEL 0572-23-0965
FAX 0572-23-0965
E-mail： ptgf_sbk@yahoo.co.jp

〒500-8384
岐阜市薮田南1丁目11番12号岐阜県水産会館601号室
(公社)岐阜県理学療法士会 事務局

公益社団法人
愛知県理学療法士会

伴 恵美子(事務局職員) TEL 052-972-6295
FAX 052-972-6295
E-mail：office@aichi-pt.jp

〒461-0001
名古屋市東区泉1-12-35  1091ビル9Ｆ
(公社)愛知県理学療法士会 事務局

公益社団法人
静岡県理学療法士会



都道府県理学療法士会名 窓口
担当者名

連絡先
TEL・FAX・E-mail

住所

一般社団法人
三重県理学療法士会

南出 光章
みなみで みつあき

TEL 059-271-9918
FAX 059-227-5548
E-mail： miept@miewel.or.jp

〒514-8552
三重県津市桜橋2丁目131番地三重県社会福祉会館2
階
(一社)三重県理学療法士会 事務局

一般社団法人
京都府理学療法士会

関　恵美
せき　めぐみ

TEL　075-741-6017（事務所）
075-712-9091（担当者勤務先）
FAX　075-741-6018
E-mail：　m-seki@shinwakai-min.jp

〒606-8395
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V2階
（一社）京都府理学療法士会　事務所

公益社団法人
滋賀県理学療法士会

岩倉浩司
いわくら　ひろし

TEL 0748-78-0620
FAX 0748-78-0621
E-mail：  jimukyoku@shiga-pt.or.jp

〒528-3201
滋賀県湖南市下田909-9　　　　　　　　　（公
社）滋賀県理学療法士会　事務局

公益社団法人
奈良県理学療法士会

中村 貴信
なかむら たかのぶ

TEL 0743-55-0210(病院)
FAX 0743-55-0209(病院)
E-mail： t-nakamura@imura-clinic.jp

〒639-1028
奈良県大和郡山市田中町728番地介護老人保健施設
ウェルケア悠リハビリテーション部 内

事務局
森本 昌信
もりもと まさのぶ

TEL 073-499-5000
FAX 073-446-1207
E-mail： w-pt-a@pt-wakayama.or.jp

〒641-0014
和歌山市毛見1451
琴の浦ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
(公社)和歌山県理学療法士会 事務局

岩﨑 正和
いわさき まさかず

TEL 0737-82-5645(病院)
FAX 0737-82-2594(病院)
E-mail： rock-m@live.jp

〒649-0307
和歌山県有田市初島町里1702栗原整形外科
リハビリテーションセンター 内

公益社団法人
大阪府理学療法士会

事務局職員 TEL 06-6942-7233
FAX 06-6942-7211
E-mail： office@physiotherapist-osk.or.jp

〒540-0028
大阪市中央区常盤町1-4-12常盤セントラルビル301
号
(公社)大阪府理学療法士会 事務局

一般社団法人
兵庫県理学療法士会

山本克己
やまもと　かつみ

TEL・FAX　078-367-7311
E-mail： pt-hyogo@aurora.ocn.ne.jp

〒650－0012
神戸市中央区北長狭通５丁目５－２２ ４階
（一社）兵庫県理学療法士会　事務局

一般社団法人
岡山県理学療法士会

栗山  務
くりやま つとむ

TEL 086-806-2229
FAX 086-806-2229
E-mail： info@pt-okayama.com(事務局)
kuriyama_t@rcare.jp

〒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
(一社)岡山県理学療法会 事務局

公益社団法人
広島県理学療法士会

高橋　哲也
たかはし　てつや

TEL　082-568-5610（事務所）平日10:00～14:00

     084-953-5511（病院）
FAX 082-568-5614（事務所）
E-mail： hpta-office@hpta.or.jp

〒732-0052
広島市東区光町2丁目6-41
セネスビル5階
（公社）広島県理学療法士会　事務所

一般社団法人
鳥取県理学療法士会

田辺大起
たなべ　だいき

TEL 0859-82-1235　　　　　　　　　　　　　 FAX
0859-82-1341
E-mail： tottori.post.lc@gmail.com

〒689-5211
鳥取県日野郡日南町生山511-7
日南町国民健康保険　日南病院
リハビリテーション科内

一般社団法人
島根県理学療法士会

嘉田　将典
かだ　まさのり

TEL　0854-72-1770
FAX　0854-72-1775
E-mail：kada.masanori@gmail.com

〒690-3203
飯石郡飯南町頓原2064
飯南町保健福祉課　地域包括支援センター

社団法人
山口県理学療法士会

綿谷 昌明
わたや まさあき

TEL 0836-62-1001(病院)
FAX 0836-62-1074(病院)
E-mail： m-wataya@senjinkai.jp

〒759-0136
山口県宇部市大字木田字中山田40-20宇部第一病院
リハビリテーション科 内

公益社団法人
徳島県理学療法士会

鶯 春夫
うぐいす はるお

TEL 088-602-8539(大学研究室)
FAX 088-657-4237
E-mail： uguisu@tks.bunri-u.ac.jp

〒770-8514
徳島市山城町西浜傍示180徳島文理大学
保健福祉学部理学療法学科 内

公益社団法人
高知県理学療法士協会

和田 譲
わだ ゆずる

TEL 0889-43-2121
FAX 0889-42-1582
E-mail： wadaysth@yahoo.co.jp

〒785-8501
高知県須崎市緑町4番30号須崎くろしお病院
リハビリテーション部 内

一般社団法人
香川県理学療法士会

藤井 保貴
ふじい やすたか

TEL 0879－25－1121(病院)
FAX 0879－25－1122(病院)
E-mail： fujii@idm-hcg.co.jp

〒769-2602
香川県東かがわ市川東103-1
阪本病院  リハビリテーション科 内

公益社団法人
愛媛県理学療法士会

山崎 祐司
やまざき ゆうじ

TEL：0898-23-2000
FAX：0898-23-8273
E-mail：all.ehime.pos@gmail.com

〒794-0052
愛媛県今治市宮下町1-1-21
今治第一病院　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部内
愛媛県リハビリテーション専門職協会 事務局

公益社団法人
福岡県理学療法士会

中山 祥子(事務局職員)
なかやま しょうこ

TEL 092-433-3620
FAX 092-433-3621
E-mail： fukuokapt@etude.ocn.ne.jp

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-8-26
第3白水駅東ビル305号

公益社団法人
長崎県理学療法士協会

小泉　徹児
こいずみ　てつじ

TEL 095-895-5145
FAX 095-895-5146
E-mail: nptajimukyoku@gmail.com

〒850-0874
長崎県長崎市魚の町1-23フォーレ長崎203
（公社）長崎県理学療法士協会 事務局

公益社団法人
熊本県理学療法士協会

坂崎 浩一
さかざき こういち

TEL 096-389-6463
FAX 096-369-6463
E-mail： kpta_kat@mtg.biglobe.ne.jp

〒861-8045
熊本市東区小山2-25-35
(公社)熊本県理学療法士協会 事務局

公益社団法人
大分県理学療法士協会

竹村  仁
たけむらじん

TEL 0972-62-5569(病院)
FAX 0972-62-5859(病院)
E-mail： j-takemura@usukicosmos-med.or.jp

〒875-0051
臼杵市戸室1131-1
臼杵市医師会立コスモス病院リハビリテーション部
内

公益社団法人
佐賀県理学療法士会

片渕  宏輔
かたふち こうすけ

TEL 0952-24-2171(病院)
FAX 0952-29-9390(病院)
E-mail：sagapt@knh.biglobe.ne.jp

〒840-8571
佐賀県佐賀市大字中原400佐賀県医療センター好生
館
リハビリテーションセンター 内

一般社団法人
宮崎県理学療法士会

髙月　航
たかつき　わたる

TEL 0985-34-9120
FAX 0985-34-9119
E-mail： miyapt@orange.ocn.ne.jp

〒880-0032
宮崎市霧島町2丁目62-2
(一社)宮崎県理学療法士会 事務局

公益社団法人
鹿児島県理学療法士協会

上村明子
かみむらあきこ

TEL 099-203-0860
FAX 099-203-0865
E-mail： infokpta@po.minc.ne.jp

〒890-0063鹿児島市鴨池1丁目48番25号
(公社)鹿児島県理療法士協会 事務局

公益社団法人
和歌山県理学療法協会



都道府県理学療法士会名 窓口
担当者名

連絡先
TEL・FAX・E-mail

住所

公益社団法人
沖縄県理学療法士協会

上間　聖子
うえま　しょうこ

TEL 098-930-5023
FAX 098-930-5023
平日9：00～18：00
E-mail： optaoffice@oki-pt.jp

〒904-0032
沖縄県沖縄市諸見里1丁目4-22 301号室
(公社)沖縄県理学療法士協会 事務所


