
平成 26年度第 6回 理事会議事録 

 

日 時：平成 26年 9月 10日（水）  19：00～22：00 

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、運天智子、立津統、玉城義彦、山城忍、金城良和、古堅貞則、 

与儀哲弘、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：  

書 記：佐和田大輔（総務部） 

 

[欠席者] 

理 事：城間定治、神谷喜一 

監 事： 

 

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             13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 平成 26年度第 1回沖縄県医療保健連合幹事会並びに懇談会の開催について 

…【資料ﾌｧｲﾙ２】 

・第 3号議案 第 1回那覇市在宅ケアネット市民フォーラム開催における後援団体名義使用願 

いについて…【資料ﾌｧｲﾙ３】 

・第 4号議案 平成 26年度歯科 SUN会議小委員会実行委員選出ならび推薦について…【別紙資料２】 

・第 5号議案 「沖縄県がんリハビリテーション研修会開催準備実行委員会（仮称）」について 

…【別紙資料３】 

・第 6号議案 リハビリテーション業務研修会および山口かずゆき国政広告会について…【資料ﾌｧｲﾙ３】 

・第 7号議案 平成 26年度学術誌の編集・発行事業について 

 

［報告事項］ 

１．会長 

※月次活動報告 



・平成 26年度第１回沖縄県歯科ＳＵＮ会議小委員会（第１回）…【別紙資料４】 

２．副会長 

※月次活動報告 

・介護予防支援事業について…【別紙資料１ 1-3 】 

・沖縄 MICEプロジェクト 2014について（小嶺）……【別紙資料５】 

３．事務局 

※月次活動報告 

・H26.8/14～9/10までの収受文書・発行文書表（比嘉）…【別紙資料６】 

・H26.8/14～9/10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 

・一般講習会 学校講演会（ＰＴフェア出前講座） (座波)…【別紙資料８】 

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（事務局） 

提出日：平成 26年 9月 10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】計 1件 

【会員動向】平成 26年 9月 10日現在※連絡不能者含む 

会員数：1391名 

施設所属会員数：1256名 

自宅会員数 135名 

会員所属施設数：241施設 

［期間会員動向］平成 26年 7月 10日～8月 13日※協会承認済 

異動：8名（県内：6名 転入：2名 転出：0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 

審議結果 
全会一致にて承認 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 2号議案  平成 26年度第 1回沖縄県医療保健連合幹事会並びに懇談会の開催について 

提出日：平成 26年 9月 10日 提出者：比嘉 

担当局：事務局 担当部：総務部  

議案主題 平成 26年度第 1回沖縄県医療保健連合幹事会並びに懇談会の開催について 

議案内容 

及び 

提出理由 

沖縄県医師会より、平成 26年度第 1回沖縄県医療保健連合幹事会並びに懇談会の開催

について案内が届いています。 

【資料ﾌｧｲﾙ２】 

審議内容 

■平成 26年度第 1回沖縄県医療保健連合幹事会・懇談会 

開催日：平成 26年 10月 6日（月） 

幹事会：白鳳の間 19：00～ 

懇談会：白鳳の間 19：45～ 

出欠回答期限：9月 15日（月）まで 

※提案事項があれば添付すること 

①出欠の有無 

審議結果 

幹事会：池城会長出席 

懇談会：池城会長、城間事務局長、与儀理事出席 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 



第 3号議案 第 1回那覇市在宅ケアネット市民フォーラム開催における後援団体名義使用願いについて 

提出日：平成 26年 9月 10日 提出者：比嘉 

担当局：事務局 担当部：総務部  

議案主題 
第 1 回 那覇市在宅ケアネット市民フォーラム開催における後援団体名義使用願いに

ついて 

議案内容 

及び 

提出理由 

一般社団法人那覇市医師会および那覇市在宅ケアネットより、第 1 回 那覇市在宅ケ

アネット市民フォーラム開催における後援団体名義使用について依頼文が届いていま

す。ご検討宜しくお願い致します。【資料ﾌｧｲﾙ３】 

審議内容 

■第 1回 那覇市在宅ケアネット市民フォーラム 

日時：平成 26年 10月 4日（土）14：00開演 

会場：那覇市民会館 大ホール 

入場：無料 

後援団体名義使用の可否 

審議結果 
全会一致にて承認 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 4号議案  平成 26年度歯科 SUN会議小委員会実行委員選出ならび推薦について 

提出日：平成 26年 9月 10日 提出者：池城正浩 

担当局：会長 担当部： 

議案主題 平成 26年度歯科 SUN会議小委員会実行委員選出ならび推薦について 

議案内容 

及び 

提出理由 

なんらかの障害のある人々へ口腔の健康維持ならび予防相談ができるような環境づ

くりを目指すために患者側、医療者側、行政側と互いに情報交換の場を持ち沖縄県の

障害者歯科医療の推進を図る。さらには研修会やイベントを通じ、広く啓発活動が出

来る様にするために、理学療法士の支援をお願いする。【別紙資料２】 

審議内容 

［事業概要］ 

年 3回の小委員会の開催 

① 第１回 8月 14日（木） 

② 第 2回 11月 13日（木） 

③ 第 3回 3月 12日（木） 

第 10回 SUN会議大会の開催 

    平成 27年 1月 29日（木）場所；沖縄県口腔保健医療センター 

実行委員推薦 

 大城知佳会員(沖縄整肢療護園)を推薦 

審議結果 
大城知佳会員を全会一致にて承認 

担当局：会長・事務局 担当部：総務部 

備 考  

 



第 5号議案  「沖縄県がんリハビリテーション研修会開催準備実行委員会（仮称）」について 

提出日：平成 26年 9月 10日 提出者：池城正浩 

担当局：会長 担当部： 

議案主題 
「沖縄県がんリハビリテーション研修会開催準備実行委員会（仮称）」について 

【別紙資料３】 

議案内容 

及び 

提出理由 

日本理学療法士協会でも「がん患者リハビリテーション料」の算定に係る研修会開

催が認められました。（平成 26 年 3 月 31 日付厚生労働省擬似解釈参照）本年度、沖

縄県開催に向けた準備実行委員会の発足についてご審議お願いします。 

審議内容 

1、沖縄県がんリハビリテーション研修会開催準備実行委員会設置 

設置目的；がん患者に対する理学療法領域の教育と人材育成の推進を目的とする 

2、委員構成；金城孝郎・佐和田茂（那覇市立病院）、教育学術局、その他会員 

 [事業概要］ 

①10月広報誌に投稿 

②第 16回沖縄県理学療法学術大会；特別講演「がんリハビリテーションとは」 

③平成 27年 3月 20日～22日研修会開催 

［対 象］ 

医療従事者全般 

※別紙資料参照 

審議結果 
準備委員会設置に関して、全会一致にて承認 

担当局：会長・教育学術局 担当部：研修部 

備 考  

 

第 6号議案 リハビリテーション業務研修会および山口かずゆき国政広告会について 

提出日：平成 26年 9月 10日 提出者：比嘉 

担当局：事務局 担当部：総務部  

議案主題 リハビリテーション業務研修会および山口かずゆき国政広告会について 

議案内容 

及び 

提出理由 

日本理学療法士連盟より、リハビリテーション業務研修会および山口かずゆき国政広

告会についてのご案内が届いています。出欠の有無についてご検討宜しくお願い致し

ます。【資料ﾌｧｲﾙ４】 

審議内容 

1.リハビリテーション業務研修会 1（医療系） 

日時：平成 26年 9月 20日（土）14：00～17：00 

会場：TKP田町カンファレンスセンター ホール 2A 

会費：3,000円（当日受付にて申し受けます） 

定員：150名（先着順） 

2.山口かずゆき参議院議員 在職 1周年国政報告会 

日時：平成 26年 9月 20日（土）17：30～19：30 

会場：TKP田町カンファレンスセンター ホール 2B 

会費：おひとり 1枚 10,000円 

3.リハビリテーション業務研修会（介護系） 



日時：平成 26年 9月 21日（日）10：00～12：00 

会場：TKP品川カンファレンスセンター ホール 8A 

会費：2,000円（当日受付にて申し受けます） 

定員：150名（先着順） 

※詳細は資料をご参照ください。 

① 出欠の有無 

審議結果 
欠席 国政報告会 3名分申し込み（１枚 10,000円×3名） 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 7号議案 平成 26年度学術誌の編集・発行事業について 

提出日：平成 26年 9月 10日 提出者：古堅貞則 

担当局：教育学術局 担当部：研究支援部 

議案主題 平成 26年度学術誌の編集・発行事業について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

平成 26年度学術誌「理学療法沖縄」編集・発行事業の計画・予算について審議いただ

きたい。 

審議内容 ① 事業計画・予算書についての認否 

審議結果 
全会一致にて承認 

担当局：教育学術局 担当部：研究支援部 

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 

 

 

 

 

 

 


