
平成 31（令和元）年度 第 6 回 理事会議事録 

日  時：令和元年 10月 9日（水） 19：00～ 

場  所：ファミリークリニックきたなかぐすく 通所リハビリ室（１Ｆ） 

 （沖縄県北中城村字喜舎場 360 番地１） 

 

［出席者］ 

理 事：池城正浩、小嶺衛、立津統、城間定治、運天智子、神谷喜一、久高将臣、 

金城良和、山城忍、照屋一樹、末吉恒一郎、村井直人、南部路治、当眞祐二 

監 事：仲西孝之、 

委員会・部：  

欠 席：川畑真紀（理事）、千知岩伸匡（監事） 

書 記： （事務）上間 

 

定刻に司会者池城正浩は開会を宣し、本日の理事会は出席者が定款第 36条のとおり定数を満たしてい

たので有効に成立した旨を告げた。 

 

議決に加わることの出来る理事数 15名 

出席者理事数          14名 

次いで定款第 35条により、池城正浩が議長となり、直ちに議案の審議に入った。 

 

［審議事項］ 

・第 1号議案 入会の承認に関する件 …【資料ﾌｧｲﾙ１】 

・第 2号議案 第 21回沖縄県理学療法学術大会事業計画について…【資料１】 

・第 3号議案 第 21回沖縄県理学療法学術大会査読者意見交換会における講演会について 

・第 4号議案 沖縄県総合医療フォーラム（仮称）開催について…【資料 2】 

・第 5号議案 平成 31年度 第 1回南部地区在宅医療介護支援ネットワーク協議会への出席について 

［報告事項］ 

１．会長 

※月次活動報告 

２．副会長 

※月次活動報告 

３．事務局 

※月次活動報告 

・R1.9/1～R1.9/30までの受付・発行文書 …【収受・発行文書(原本)ﾌｧｲﾙ】  

・R1.9/1～R1.9/30までの会員異動詳細 …【資料ﾌｧｲﾙ 2】 

・事務員の給与明細 …【資料ﾌｧｲﾙ 3】 

４．社会職能局 

※月次活動報告 

５．教育学術局 

※月次活動報告 

６. 各種委員会 

   



第 1号議案  入会の承認に関する件 

提出日：令和  元年 10月 9日 提出者：上間聖子 

担当局：事務局 担当部：総務部 

議案主題 入会の承認に関する件 【資料ﾌｧｲﾙ 1】  

議案内容 

及び 

提出理由 

 

【入会申請者】計 5件  承認：4件、 否認：1件、保留 0件 

【会員動向】令和元年 9月 30日現在 ※連絡不能者含む 

・在会会員数：1,535名、施設所属会員数：1,398名、自宅会員数 137名 

・休会：184名 

・会員所属施設数：273施設 

 

【期間会員動向】令和元年 9月 1日～令和元年 9月 30日 

※当協会入力状況から検索 

異動：12名（県内：11名 転入：1名 転出：0名）  

(うち再申請：0名 否認 0名） 

休会：1名※休会継続含む  

退会：0名  

復会：1名 

審議内容 

① 入会の可否について 

城間事務局長）入会申請者の説明を行う 

審議結果 

全会一致で可決 

担当局：事務局 担当部： 

備 考 
 

 

第 2号議案       第 21回沖縄県理学療法学術大会事業計画について 

提出日：令和 元年 9月 10日 提出者：立津統・末吉恒一郎 

担当局：第 21回沖縄県理学療法学術大

会実行委員会 

担当部：実行委員会 

議案主題 第 21回沖縄県理学療法学術大会事業計画について【資料１】 

議案内容 

及び 

提出理由 

本大会は、第 21回大会であること、2日間別会場の開催を検討している。また特別講演

を両日企画することや、第 20回大会に続き、優秀演題セッションを企画するなど、演題

数並びに参加者数の増加と学術大会の質的向上を図っていきたいと考える。 

今回、実行委員会にて事業計画書（予算書）を作成したので、ご審議いただきたい。 

3審議内容 

・第 21回沖縄県理学療法学術大会事業計画に関する可否 

［事業概要］ 

<大会テーマ>理学療法教育の再考～シームレスな卒前卒後教育、生涯学習に向けて～ 

＜基調講演＞ 

テーマ：理学療法教育のあり方を考える（仮） 

講師：日本理学療法士協会 理事 中川 法一 氏（予定）中部・南部会場講演 

＜演題発表＞ 



優秀口述演題、一般口述演題・ポスター演題 1（プレゼン形式）・ポスター演題 2（ディ

スカッション形式）・実技発表 

［実施時期］ 

期日：平成31年5月30日（土）、31日（日）  

［場 所］ 

5月30日(土)会場：中部支部管内 

5月31日(日)会場：南部支部管内 

［対 象］ 

理学療法士、学生・他職種及び一般 

[参加費]※1日参加、2日参加も同値段 

事前登録（会員）2,000円 当日参加（会員）2,500円、会員外10,000円 

学生・他職種 500円 

[案内方法] 

・会員ニュース、ホームページ、演題募集広告、抄録集、フライヤー、Facebook 

 

末吉局長）大会実行委員会の会議決定事項を説明 

立津副会長）実行委員会から負担感の訴えもあり。今後支部の協力も得ていきたい。ま

た、前回大会は記念大会、総会もあったことから、今回再度 2 日間開催としたいと考え

ている。今後の支部化を考慮に入れ、今回は 2 会場（中部・南部での会場）を考えてい

る。今回は実技・シンポジュウムは無くしてく方向で検討している。更にナイトセミナ

ー開催の意見もあったが、大会開催時間で開始を遅くし、終了を早くする形の開催を試

みてみたい。 

中・南部支部長に対しては、協力依頼を行っている。 

末吉局長）2日間開催の場合、優秀賞の選定はどの様にするのか等課題はある。 

城間事務局長）本島内で 2 ヶ所開催する必要があるのか。1 ヶ所が離島開催ならわかる

が。 

立津副会長）中・南部の会員に出来るだけ参加を促したい。更に運営の面でも支部会員

を動員したい。 

城間事務局長）20回大会の参加者の支部内訳によって開催場所を決定してはいかがか。

更に、支部化の方向も中・南部支部は少し疲弊している様子が見受けられるので、移行

は丁寧に進めてもらいたい。 

又、2日間開催ではなく同日開催としてサテライト開催などはどうか。 

立津副会長）365 の会員もいるため、ナイトセミナー等なら良いと思うが、今回は 2 会

場開催を試みてみたい。 

城間事務局長）監査後、詳細を精査してみてはいかがか。 

運天理事）費用的にみると事業費用が 2 倍になることも考えられるので、5 年計画とし

て交互に行うことも考えてはいかがか。また、同じ 2 日間開催でも会場は 1 ヶ所として

運営を各支部交代で対応してもらってはいかがか。 

村井理事）熊本県士会でも各支部持ち回りで開催しているので、当協会の支部でも毎年

持ち回りで行ってみてはいかがか。 

池城会長）長崎県士会でも離島開催を行っている。各支部活動の起爆剤として活用する

こともできると考える。 

小嶺副会長）しかし今の沖縄県士会の支部の体力で、支部のみで運営ができるのか。 



末吉局長）事前の計画は今まで通り実行委員会で行って、当日の運営を支部に手伝って

もらいながら、少しずつ行ってもらえるようにしていく予定である。 

城間事務局長）そうであるなら、支部化という伝え方ではなく、手伝ってもらいたい旨

の説明を支部ネットワーク会議で伝えていただきたい。 

審議結果 

①大会のテーマ、講師については承認 

②実施時期の期日と場所については継続審議とする。又、会場の手配も現時点では未だ

の為、その状況に応じて開催日時を交換することも検討する。 

③対象は承認 

④細かな内容については、今後検討していくこととする。 

担当局：第 21回理学療法学術大会実行委員

会  

担当部： 

備 考 事業計画書を添付する 

 

第 3号議案   第 21回沖縄県理学療法学術大会査読者意見交換会における講演会について 

提出日：令和 元年 10月 9日 提出者：立津統・末吉恒一郎 

担当局：第 21 回沖縄県理学療法学術大

会実行委員会 

担当部：実行委員会 

議案主題 第 21回沖縄県理学療法学術大会査読者意見交換会における講演会について 

議案内容 

及び 

提出理由 

本講習会は、第 21回大会前に行なわれる査読者向けの意見交換会時に行うものです。 

昨年より優秀演題セッションを企画しておりますが、さらなる査読者に対する質向上を

図り、演題数並びに参加者数の増加へ繋げていきたいと考える。 

今回、実行委員会にて講演会を企画（予算書）したので、ご審議いただきたい。 

3審議内容 

・第 21回沖縄県理学療法学術大会 査読者講演会 

［事業概要］ 

<査読者に対する査読ポイントなどの講演> 

［講 師］ 

桑江豊氏（城西国際大学 助教授） 

［実施時期］ 

期日：令和2年年1月11日（土）19時～21時  

［場 所］ 

調整中 

［対 象］ 

第 21回沖縄県理学療法学術大会査読者、理学療法士 

[参加費] 

無料（査読者・会員）、会員外10,000円 

[案内方法] 

・査読者へメール案内、HP掲載 

 

立津副会長）この会は学会の予算の中で 10～20万の間で予算化する予定である。この目

的は、査読者の査読ポイントを共有することである。 

末吉局長）学術局の単独事業として考えていってはいかがか。 

立津副会長）局の事業として認定、専門の会員のみでなく全ての会員を対象とするのか。 



城間事務局長）今講演会の目的の為には、会議として査読所のみを招聘して会議費を支

払う方が良いのではないか。学会の趣旨説明のための講義とする方が良いと考える。 

運天理事）学会の質を高めるための事前会議とすると、第 21回学術大会の事業として考

える。 

審議結果 

講演会（会議）の内容について全会一致で承認する 

担当局：第 21 回沖縄県理学療法学術大会

実行委員会 

担当部： 

備 考 第 21回沖縄県理学療法学術大会事業計画書へ反映させる。 

 

第 4号議案         沖縄県総合医療フォーラム（仮称）開催について 

提出日：令和元年 10月 9日 提出者：小嶺 衛 

担当局：  担当部：副会長 

議案主題 沖縄県総合医療フォーラム（仮称）開催について【資料 2】 

議案内容 

及び 

提出理由 

沖縄県医師会医学会より案内があり、沖縄県総合医療フォーラム（仮称）開催の趣旨

説明会へ出席した。 

当該事業に参加する事は、他団体との知識の共有と、協力関係の構築が期待される。 

また、当協会定款第4条第5項に合致すると考えられるので、趣旨賛同への可否につい

てご審議いただきたい。 

 

開催予定日：令和2年12月12日（土）・13日（日）第1案 

審議内容 

池城会長）折角お声掛け頂いたので、賛同した方が良いと考える。 

小嶺副会長）実行委員は私がそのままお引き受けして良い。開催に掛かる費用負担に

ついては今後報告する。 

立津副会長）全日本病院学会が類似した学会であるので、その縮小版になるのではな

いか。 

小嶺副会長）その様に考える。今後も続いていくのであれば、持ち回りになる可能性

もあると考える。 

池城会長）今後実際に事業が進んでいく時は、他にも誰か指名して欲しい。 

審議結果 

①趣旨賛同の可否 

全会一致で可決 

担当局： 担当部：副会長 

備 考 
 

 

第 5号議案 平成 31年度 第 1回南部地区在宅医療介護支援ネットワーク協議会への出席について 

提出日：令和元年 10月 9日 提出者：城間 定治 

担当局： 事務局 担当部：  

議案主題 平成31年度 第1回南部地区在宅医療介護支援ネットワーク協議会への出席について 

議案内容 

及び 

提出理由 

南部地区医師会より、平成31年度第1回南部地区在宅医療介護支援ネットワーク協議会

開催の案内があった。情報収集と職能団体としての意義があるため、参加したいと考

える。ご審議いただきたい。 



日時：令和元年10月31日（木）19：30～21：00 

参加予定：城間 定治（事務局長） 

審議内容 

平成 31 年度第 1 回南部地区在宅医療介護支援ネットワーク協議会への参加可否 

 

城間事務局長）南部地区の医療介護連携会議に今まで参加してきている経緯がある。

今回の協議会もその流れで内容を把握している私が参加したいと考えるがいかがか。 

審議結果 

①平成 31 年度第 1 回南部地区在宅医療介護支援ネットワーク協議会への参加可否 

全会一致で可決 

担当局：事務局 担当部：事務局長 

備 考 
 

 

公益社団法人 沖縄県理学療法士協会 

      会 長  池城  正浩 

       監 事  千知岩 伸匡 

 

 


