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立候補者氏名 　天津　雅楽

所　 　属 　社会医療法人　青洲会　福岡青洲会病院

立候補の理由
　2020年度に財務をさせて頂いた経験を活かして、2021年度も福岡県言語聴覚士会に

貢献させて頂きたいと立候補しました。

立候補者氏名 　大内田　博文

所　 　属 　国際医療福祉大学　福岡保健医療学部

立候補の理由

　これまで4期、学術局において研修会の企画運営に携わってきました。特に令和2年

度はオンライン研修会を開催するなど、新しい取り組みにチャレンジすることができまし

た。引き続き、会の発展のため微力ながらお手伝いさせていただきたいと思い立候補し

ました。

立候補者氏名 　大森政美

所　 　属 　戸畑共立病院

立候補の理由

主に社会局として災害対策委員会やイベント関係の仕事を行ってきました。コロナ禍で

大変な時期が続いています。これまでの経験を生かして、会員の皆様のためにお役に

立てるよう頑張りたいと思っております。また、地元北九州で開催となる予定であった九

州学会、福岡で開催される予定であった認定言語聴覚士（摂食嚥下領域）の研修が延

期となったことも自薦の理由です。

立候補者氏名 　椛　史人

所　 　属 　社会福祉法人ラポール　風の丘

立候補の理由
　今期は学術局にて研修会開催のための協会申請等を行って参りました。次期も理事

として県士会運営に携わりたく立候補致します。

立候補者氏名 　久池井　朋子

所　 　属 　新田原聖母病院

立候補の理由
　県士会員の皆様の活動支援や県士会運営にお役に立てるよう力を尽くしていきたいと

思います。

立候補者氏名 　古賀　翔

所　 　属 　独立行政法人　国立病院機構　九州医療センター

立候補の理由

　私は現在、急性期医療の中で脳卒中、がん、呼吸、嚥下障害患者に対しての臨床業

務に従事しております。一昨年の失語症者向け意思疎通支援者養成事業や福岡市民

の健康と歯と口から守る集いに参加させていただき、県士会理事をはじめ県士会員の

方々の働きに感銘を受けました。以前は佐賀県言語聴覚士会に所属しており事務局や

学術局に所属し携わっていた経験があります。臨床経験が10年を超え、院内業務から

地域貢献へ幅広く経験したSTをめざし微力ながら精一杯尽力致します。何卒よろしくお

願いいたします。

立候補者氏名 　児玉　佳奈

所　 　属 　医療法人　弘医会　福岡鳥飼病院

立候補の理由
　職能局ではブロック活動サポート、小児サポート、診療報酬情報提供などを行ってい

ます。これからも会員の皆様にスムーズな情報提供が出来るよう、立候補いたしました。

一般社団法人　福岡県言語聴覚士会　令和３年度選挙立候補者名簿
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一般社団法人　福岡県言語聴覚士会　令和３年度選挙立候補者名
簿

立候補者氏名 　永江　信吾

所　 　属 　学校法人　麻生塾　麻生リハビリテーション大学校

立候補の理由

　地域包括ケアを推進するにあたり、地方自治体と県士会との連携をすすめていきた

い。会員の方へ情報発信、研修会の開催を行っていきたい。以上の理由により、理事と

して立候補させて頂きます。よろしくお願い致します。

立候補者氏名 　永松　由衣

所　 　属 　社会医療法人財団白十字会　白十字病院

立候補の理由

　2019年度より社会局に所属。任期中、計画中に延期した市民講座や記念講演などの

実現の一助となり、県民や行政などへ向けた言語聴覚士の活動の広報や啓蒙を行い

たい。

立候補者氏名 　灘吉　享子

所　 　属 　学校法人麻生塾　麻生リハビリテーション大学校

立候補の理由

　今年度は、社会全体が大変な状況になりました。言語聴覚士会においても、つながる

ことの難しさを感じさせられた１年でした。事務局としてお手伝いをさせていただいてきま

したが、今度の２年間は通常ではないことが、通常であると認識を改め、信頼される団体

となるように、その窓口として、活動させていただきたく存じます。

立候補者氏名  難波　佳奈子

所　 　属 　児童発達支援センター　joyひこばえ

立候補の理由

　これまで２期、理事として県士会活動に参加させていただきました。これからの県士会

活動がさらに拡がり、円滑にすすめていくために、少しでも役に立てるよう努めていきた

いと思っております。

立候補者氏名 　畑　聡一郎

所　 　属 　特定医療法人東筑会　東筑病院

立候補の理由

　私は北九州ブロックでブロック長として活動を行っております。北九州は急性期病院

やリハビリテーション病院、クリニックなども多く、言語聴覚士の活躍の場が多い地域で

はないかと思います。ブロック長として活動していると、地域、社会の中で、言語聴覚士

の重要性は高まってきているということ、その中で個々の言語聴覚士は日々奮闘してい

ることを感じています。言語聴覚士の活躍、認知がもっと広がり、１人１人が高いモチ

ベーションを持って活動できるよう、微力ながらその一助になれればと思い、立候補を決

意致しました。

立候補者氏名 　濱本　郁

所　 　属 　福岡大学病院　リハビリテーション部

立候補の理由

　私は、臨床経験が浅く、県士会の勉強会等に参加して自己研鑽に励んでいます。そ

の際に、当日の運営がスムーズに行えるよう陰日向に活動されている現理事の先生方

の姿を目にし、微力ながら自分にも何かお手伝いさせていただきたいと考え、今回立候

補いたしました。
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一般社団法人　福岡県言語聴覚士会　令和３年度選挙立候補者名簿

立候補者氏名 　藤井　美希

所　 　属 　株式会社サワライズ　早良病院

立候補の理由

　現在まで、ブロックの世話人や協会主催のイベントに参加、協力をさせて頂きました。

今後は県士会理事として、ＳＴの啓発活動などの県士会活動を微力ながら支えたいと思

い、立候補致しました。

立候補者氏名 　古澤　研一

所  属 　社会福祉法人ゆうかり学園ゆうかり医療療育センター

立候補の理由

①県士会活動のデジタル活用(デジタル化)を進めたい。

②県下STの県士会活動へのアクセシビリティを高めたい。

a.まだ十分に把握できていない多様性(ダイバーシティ)に富んだ県下STの幅広い

ニーズのリサーチを進めたい。

b.多様な環境に置かれた県下STが求めるアクセスしやすい事業(研修、交流、情報提

供、etc.)を企画したい。

③県下STが県士会とその活動に加わりたいと思える県士会活動を増やし会員加入率を

高めたい。

④県下STにとって年会費の価値を世の中のサブスクリプションサービスと比べられても

見劣りしないものにしていきたい。

立候補者氏名 　松井　麻実子

所　 　属 　北九州市立総合療育センター西部分所

立候補の理由

　様々な変化と対応を求められる情勢の中、STとして、また県士会員としてできること、

するべきことを考えながら、会員の皆様のお役に立てるよう、しっかり頑張りたいと思いま

す。

立候補者氏名 　迎田　寛子

所　 　属 　福岡市立西部療育センター

立候補の理由
　これまでの県士会の運営を担ってこられた役員の皆様に感謝申し上げるとともに、今

後の県士会の活動に微力ながらもお役に立てればと思います。

立候補者氏名 　山口　護慶

所　 　属 　千鳥橋病院

立候補の理由
　現在、県士会理事　学術局にて活動させて頂いております。今後も福岡県言語聴覚

士の活動に微力ながら協力させて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

立候補者氏名 　山田　宏明

所　 　属 　済生会八幡総合病院

立候補の理由

　数期に渡り理事を務めさせて頂きました。その間、国が求めるリハ職に対する要望は

増え、患者様を良くすればよいといった状況で無くなりました。研修もSTの技術を磨くも

のから介護予防、地域包括といった学校では学ばなかった多方面の知識を必要とする

状況となっています。今期、私は地域包括ケア推進局に所属させて頂き、地域包括ケ

アシステムや訪問リハ、介護予防に関わらせて頂きました。まだまだこの分野も勉強不

足だと実感し、自身の勉強もかね、今後も研修等の企画で皆様の役に立てればと思い、

立候補させて頂きました。宜しくお願いします。
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一般社団法人　福岡県言語聴覚士会　令和３年度選挙立候補者名簿

立候補者氏名 　横井 保紀

所　 　属 　社会福祉法人　創生会　介護老人保健施設M.T奈多ケア院

立候補の理由

　これまで学術局員として、主に、県士会主催研修会の企画・運営の一端に携わらせて

いただきました。これまでの経験を活かしながら、会員の皆さんが参加しやすい研修の

あり方について皆さんと一緒に考えていければと思います。

また、令和3年度には介護報酬が改定されます。介護領域における対象者の方々の生

活の場を豊かにしていくために、引き続き会員の皆さんとともに様々な情報共有ができ

ればと考えております。

立候補者氏名 　吉次　春香

所　 　属 　福岡市立心身障がい福祉センター

立候補の理由
　監事として県士会の運営にお力添えできればと思います。

よろしくお願いいたします。

立候補者氏名 　吉永　明史

所  属 　福岡国際医療福祉大学　言語聴覚専攻科

立候補の理由

ソーシャルディスタンスが求められる時代にあって，言語聴覚士としてどのような社会

貢献が可能なのか．これまでの経験をもとに新たな方法を模索し，実現させていきたい

考えています．よろしくお願いいたします．

立候補者氏名 　脇坂　勇輝

所  属 　医療法人福岡桜十字　桜十字福岡病院

立候補の理由

　急性期から生活期まで学んできた経験を活かし、貢献していけたらと思い立候補させ

ていただきました。また、昨今のコロナ禍において多様な働き方が求められる中、言語

聴覚士として職域を広げていく必要性を強く感じております。県士会の活動を通し、地

域との関わり、予防分野など様々な可能性を探っていき皆様に還元できればと思って

おります。

よろしくお願いいたします。

立候補者氏名 　武末　史知子

所  属 　国立病院機構　大牟田病院

推薦者氏名 　酒井　光明

所  属 　福岡県言語聴覚士会　監事

推 薦 理 由

　言語聴覚士の中でも少ない、神経・筋疾患を中心に診療されている先生です。診療

のみならず、研究・発表、子育てと両立されています。福岡県言語聴覚士会会員の皆

様の代表として、福岡言語聴覚士会の監事に必要な先生と思い推薦いたします。

立候補者氏名 　鶴田　鈴夏

所  属 　高良台リハビリテーション病院

推薦者氏名 　吉永　明史

所  属 　福岡国際医療福祉大学

推 薦 理 由

　18年間，臨床と後進の指導に携わっておられ，また地域ケア会議を始め，他の県士会

活動にも積極的にご参加いただいてます．県士会の理事としてもご活躍いただけると思

いましたので，推薦させていただきます．
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一般社団法人　福岡県言語聴覚士会　令和３年度選挙立候補者名簿

立候補者氏名 　野田　さおり

所  属 　相生会 宮田病院

推薦者氏名 　高山　清枝

所  属 　子供たちのリハビリテーションセンター・陽光会

推 薦 理 由

　長年筑豊ブロックでともに活動してきました。

何より、彼女の真摯さ、思慮深さ、行動力に、私自身今までブロックの代表世話人として

支えてもらいました。

また、周囲への配慮を怠らず、好奇心を持ち、新たなことへの挑戦を提案しながら職責

を全うする姿に、これからの言語聴覚士会の発展を託したいと思い、今回推薦させてい

ただきました。

立候補者氏名 　舟木　美千絵　

所  属 　甘木中央病院

推薦者氏名 　吉永　明史

所  属 　福岡国際医療福祉大学

推 薦 理 由

　毎年県士会活動に積極的にご参加されており，特に筑後ブロックにおける地域ケア

会議への参入にあたっては，当初よりご尽力いただきました．職能団体として更なる社

会貢献が求められる中で，県士会の理事に必要な方だと思いますので推薦させていた

だきます．


