
平成 26年度第 3回 理事会議事録 

日 時：平成 26年 6月 11日（水）  19：30～23：45 

場 所：翔南病院 会議室（〒904-0034 沖縄県沖縄市山内 3-14-28） 

 

［出席者］ 

理 事：池城正浩、小嶺衛、神谷之美、城間定治、運天智子、立津統、玉城義彦、神谷喜一、山城忍、 

金城良和、古堅貞則、與儀哲弘、久高将臣、末吉恒一郎、川畑真紀 

監 事：宮城 尚、千知岩伸匡 

委員会・部：下里真司（総務部・部長）、桑江睦子（訪問リハ推進部・部長）  

書 記： 喜名杏里（総務部） 

 

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             15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  会員動向報告及び入会の承認に関する件…【資料ﾌｧｲﾙ１】 

第 2号議案  第 16回沖縄県理学療法学術大会予算案ならび事業計画について…【別紙資料１】【別紙資料】 

第 3号議案  平成 26年度 新人教育プログラム研修会における講師選定について…【別紙資料 2】 

第 4号議案  講師、座長、査読者、研究論文執筆支援者に関する選定基準について 

第 5号議案  平成 26年度沖縄理学療法講習会（本島開催講習会）の事業内容について 

第 6号議案 沖縄呼吸ケア研究会 後援名称名義依頼について 

 

［報告事項］ 

１．会長 

※月次活動報告 

２．副会長 

※月次活動報告 

・地域包括ケア推進事業 研修会参加報告…【別紙資料3】 

３．事務局 

※月次活動報告 

・沖縄タイムス 文書発送に関するお詫び …【別紙資料 4】 

・研修会・会議ブロック開催概要 …【別紙資料 5】 

・H26.5/8～6/11までの収受文書・発行文書表（比嘉）…【別紙資料 6】 

・H26.5/8～6/11までの会員異動詳細 ……【別紙資料 7】 



４．社会職能局 

※月次活動報告 

・スポーツ事業部講習会②（高校野球医療サポート事前講習会）事業報告書（牧門）…【別紙資料 8】 

・第 96回全国高等学校野球選手権記念沖縄大会 サポート表および帯同者名簿…【別紙資料 9】 

・高校野球医療サポート（第４３回招待野球試合）（牧門）…【別紙資料 10】 

・県民健康フェア 2014 第１回実行委員会報告書（宮里） …【別紙資料 11】 

・平成 26年度 第 5回訪問リハビリテーション地域リーダー会議（桑江） …【別紙資料 12】 

・訪問リハビリテーションフォーラム 2014（桑江） …【別紙資料 13】 

５．教育学術局 

※月次活動報告 

・平成 26年度 日本理学療法士協会 九州ブロック現職者講習会について……【別紙資料 14】 

６. 各種委員会 

・地域包括ケア推進事業 研修会参加報告書（宮里）…【別紙資料 15】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 1号議案  入会の承認に関する件（事務局） 

提出日：平成 26年 6月 11日 提出者：比嘉 

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】 

① 申請用紙からの申請…0件 ②HPからの申請…35件  計 35件 

【会員動向】平成 26年 6月 11日現在※連絡不能者含む 

会員数：1341名 

施設所属会員数：1214名 

自宅会員数 127名 

会員所属施設数：241施設 

  

［期間会員動向］平成 26年 5月 8日～6月 11日※協会承認済 

異動：31名（県内：25名 転入：5名 転出：1名） 

休会：0名※休会継続含む   退会： 0名   復会：0名 

審議内容 

 

① 入会の可否について 

城間理事）自宅会員が増えている。 

玉城理事）就職が決まってないのか、どうなのか？ 

神谷理事）友愛会はグループ内でどこの施設に配属になるかわからないため 2 名ほど

自宅会員で提出している人がいます。 

審議結果 
全会一致で承認 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 2号議案 第 16回沖縄県理学料学術大会予算案ならび事業計画について 

提出日：平成 26年 6月 11日 提出者：池城正浩 

委員会：第 16回沖縄県理学料学術大会 担当部：準備委員会 

議案主題 第 16 回沖縄県理学療法学術大会予算案ならび事業計画について 

議案内容 

及び 

提出理由 

第 16 回沖縄県理学療法学術大会予算案ならび事業計画案を策定したので、内容に関

して、ご審議をお願いしたい。【別紙資料１】【別紙資料】 

審議内容 

１）事業計画について 

 

２)学会の予算案について 

①事前申し込み金額 

池城会長）事前申し込みの手数料は自己負担となります。だいたい 200～300 円な

ので、当日参加よりは安く参加できるシステムとなりました。 

②非会員の金額 

池城会長）4000 円に値上げしました。事前申し込みで収入が減ることが予測される

ため帳尻を合わす目的です。収入見込みは少ないですが、前回は 10 名程度参加があ

りました。だいたい今回も同人数を予想しています。 

 

３）学生の発表について 

池城会長）学生の発表も検討中。琉リハはカリキュラム上困難。沖リハは可能だが、

両者足並みをそろえるほうがいいのでは？ 

千知岩監事）もし、学生が発表するのであれば会員と同じセッションで発表するの

か、それとも別なのか？ 

小嶺副会長）抄録集はレベルの高い学会のため学生の発表の抄録はのせないように

すること等。 

立津理事）学生は教育という場面で発表をさせたほうが、今後 PT になった時の意

欲につながるのでは。学生は PT になるために通っている。方法論や内容などは今

後検討していく。 

城間理事）予算案について、駐車場係りなどの日当も予算に検討してみては？ 

審議結果 

1）全会一致で承認。 

2）全会一致で可。 

3）形式を要検討（方法や内容など） 

担当局：学術大会準備委員会 担当部：準備委員会 

備 考 

小嶺副会長）冊子の表紙の名称について「演題募集要項」はおかしいのでは？第 13

回より「演題開催・演題募集要項」になっている。 

与儀理事）新人教育プログラムの単位と認められます。「発表者は」を追加明記。 

末吉理事）実技発表の内容をどのように選定するのか？ 

 



 

第 3号議案 平成 26年度 新人教育プログラム研修会における講師選定について 

提出日：平成 26年 6月 12日 提出者：與儀 哲弘 

担当局：教育学術局 担当部：教育学術局  

議案主題 平成 26年度 新人教育プログラム研修会における講師選定について 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成 26 年度新人教育プログラム研修会における講師選定について承認頂きたく議案

を提出させて頂きます【別紙資料 2】 

審議内容 

講師選定に対する承認（可・不可） 

城間理事）八重山と宮古の講師は決まっているのか？実は、宮古から依頼があった。 

    地域包括研修で宮古ブロッグに会長・副会長・城間理事が行くときに、新人

教育プログラムをそのままやってもらいたいと講師依頼があった。 

池城会長）講師依頼はしていますが、まだ返答がない講師も数名いますので、できな

い方がいたら積極的に理事が引き受けて下さい。 

審議結果 
全会一致で可 

担当局：教育学術局 担当部：教育学術局 

備 考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 4号議案 講師、座長、査読者、研究論文執筆支援者に関する選定基準について 

提出日：平成 26年 6月 11日 提出者：古堅貞則、與儀哲弘、久高将臣 

担当局：教育学術局 担当部： 

議案主題 講師、座長、査読者、研究論文執筆支援者に関する選定基準について 

議案内容 

及び 

提出理由 

本年度、実施される各種学術関連事業に関する質を保証し、運営の効率化を推進する

目的で、座長、査読者、研究論文執筆支援者に関する選定基準（案）を作成した。そ

の内容について審議いただきたい。 

審議内容 

① 県学会における座長・査読者選定基準についての認否・・・【資料】 

城間理事）実際今行われている方が非該当になることはないか。 

古堅理事）非該当にならない。 

玉城理事）必須条件っていうのは完全に満たさないといけないという事になるのでお

かしいのでは？必須は必ずってことなので⑤があるのはおかしい。表現を変えたほう

がいい。「必要条件」、「原則として」とかに変える必要がある。 

与儀理事）必須条件で沖縄、九州、日本理学療法士協会のみで限定しているのはおか

しいと思います。 

千知岩監事）他の学会に発表してばっかりで、当協会の発表はしていない人を選出す

るのはおかしい。この 3学会で妥当とは思います。 

池城会長）文面と 1、2に分けるのではなく、すべて 1～5として記載したらと思いま

す。 

小嶺副会長）千知岩監事がいった意見に賛成で、1の PT協会主催の学会で発表してい

る人がいいと思います。4番に、他の学会で発表している人をいれたらいいのではな

いか。 

② 研究・論文執筆支援システムにおける支援者選定基準についての認否・・・【資料】 

千知岩監事）3と 4の 10年以上とか、公的機関とかの書き方ではなく、1．2は該当し

ないけど同等の能力があり、かつ理事会の承認と得た者とすればいいのでは？ 

古堅理事）目安として、10年以上という明記をした。認定とか資格は自己にて手作業

で入力しているため間違っている方もいる。 

久高理事）人材がいない。執筆支援をするために講習会などを開き、人材育成も行わ

ないといけないのでは？今後大学の先生を派遣して勉強会などを開く必要があるので

は？今後、どのような方向性を目指すのか。5～10年後は県外との差がつくのでは？ 

小嶺副会長）もともとは一人職場の方の支援としてできており、今後どのレベルの研

究発表にするのかにもかかっている。 

池城会長）「県内に限らず」で考えてもいいのでは？ 

千知岩監事）論文の作法とか教えられる人であれば、だれでもいいのでは？ 

③ 学術誌における論文査読者選定基準についての認否・・・【資料】 

審議結果 
①全会一致で承認。②修正し、全会一致で承認。③全会一致で承認。 

担当局：教育学術局 担当部：研修部 

備 考  



 

第 5号議案 平成 26年度沖縄理学療法講習会（本島開催講習会）の事業内容について 

提出日：平成 26年 6月 11日 提出者：平山良樹、古堅貞則 

担当局：教育学術局 担当部：研修部 

議案主題 平成 26年度沖縄理学療法講習会（本島開催講習会）の事業内容について 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成 26年度沖縄理学療法講習会の事業計画・予算について審議いただきたい。 

【資料：講師略歴、事業計画書】 

【資料：講演のお願い】 

【資料：講師派遣のお願い】 

審議内容 

④ 理学療法講習会（運動器）事業計画・予算についての認否・・・【資料】 

城間理事）予算の段階で赤字がでないようにしてほしい。 

⑤ 理学療法講習会（神経）事業計画・予算についての認否・・・【資料】 

城間理事）規程の額が決められている。 

古堅理事）規程が 90分で 10万。 

城間理事）予算オーバーなら講師を選定しなおして下さい。 

古堅理事）前年度は 5回の勉強会が今回は 3回の勉強会となり、全体では予算以内で

収まります。 

城間理事）予算は合体したけど、収益が減るのでは？参加人数を増やすならいいが、

人数が変わらないのであれば意味がないのでは？費用対効果を検討してほしい。 

城間理事）規程額以外でも可能なのか？講師に事業額を示し、提示金額で交渉しては

どうか。 

古堅理事）例年は 3時間、6万円。 

城間理事）事業は単体で考え、交渉をしてほしい。 

末吉理事）依然行っていた勉強会で、講師としてお越しいただき、1時間 2万でやっ

ていただいたことがある。 

）6万で交渉として下さい。 

城間理事）できないのであれば、また別の機会におよび致しますと丁寧に伝えて下さ

い。 

⑥ 理学療法講習会（内部障害）事業計画・予算についての認否・・・【資料】 

池城会長）塩塚順氏の場合、日本理学療法士協会の理事として依頼するのであれば講

師料は無料になります。 

審議結果 

① 交渉で可。 

② 交渉で可。 

③ 交渉で可。 

担当局：教育学術局 担当部：研修部 

備 考 
運天理事）会費収入で事業をやっているわけではないので、拠出金というので行って

いる、そのため事業費ではなく、拠出金という記載。 

 

 



 

第 6号議案 沖縄呼吸ケア研究会 後援名称名義依頼について 

提出日：平成 26年 6月 11日 提出者：城間定治 

担当局：事務局長 担当部： 

議案主題 沖縄呼吸ケア研究会 後援名称名義依頼について 

議案内容 

及び 

提出理由 

ＮＰＯ法人沖縄呼吸ケア研究会より「第 24 回沖縄呼吸ケアセミナー」の名称後援につ

いて依頼があった。ご審議お願いします。 

審議内容 

期日；２０１４年９月６日（土）９時～１７時半 

会場；沖縄県産業支援センター 

主催者；沖縄呼吸ケア研究会 理事長 宮平宗勝 

特に審議なし。 

審議結果 
全会一致で承認 

担当局：事務局 担当部：総務部 

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  宮城 尚 

監 事  千知岩 伸匡 

 


