
平成 26年度第 7回 理事会議事録 

 

日 時：平成 26年 10月 8日（水）  19：00～21：30 

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、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 

委員会・部：下里真司(総務部)、屋冨祖司（表彰審査委員会） 

書 記： 中村友紀（総務部） 

欠席：山城忍（理事）、千知岩伸匡（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             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 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 会計事務所変更について（事務局） 

・第 3号議案 訪問リハビリテーション地域リーダーにおける「地域ブロック制」導入に伴う 

沖縄県のリーダー選出について…【資料ﾌｧｲﾙ ２】 

・第 4号議案 平成 25年度優秀賞の選出について…【別紙資料 １】 

・第 5号議案 優秀賞選出に関する取り決め事項について…【別紙資料 ２】 

・第 6号議案 介護予防推進リーダー・地域包括ケア推進リーダー養成に伴う、当会指定事業選定 

について 

・第 7号議案 介護予防推進リーダー・地域包括ケア推進リーダー養成講習会（導入研修会）の開催 

について 

・第 8号議案 日本理学療法士協会九州ブロック会親善スポーツ大会参加について 

［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 

・H26.9/11～10/8までの収受文書・発行文書表（比嘉）…【別紙資料 ３】 

・H26.9/11～10/8までの会員異動詳細 …【別紙資料 ４】 

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 

[地域包括ケア推進委員会] 

・県民公開講座アンケート集計結果（神谷）…【別紙資料５】 

[倫理委員] 

・倫理担当者研修会（神谷）…【別紙資料６】 

[表彰審査委員会] 

・平成 26年度優秀賞審査に関する報告書…【※別紙添付資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 10月 8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 2件 

【会員動向】平成 26年 10月 8日現在※連絡不能者含む 

会員数：1378名 

施設所属会員数：1247名 

自宅会員数 131名 

会員所属施設数：235施設 

  

［期間会員動向］平成 26年 9月 11日～10月 8日※協会承認済 

異動：9名（県内：8名 転入：0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 

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  会計事務所変更について（事務局） 

提出日：平成 26年 10月 8日 提出者：池城正浩・城間定治 

担当局：会長・事務局長  担当部： 

議案主題 
会計事務所変更について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 当協会は平成 24年度から公益法人として運営しているが、事業の拡大、会員の増加、

予算の増額など、法人としての役割は大きくなってきている。これまで会計及び労務

に関する管理は「ザ・総務部」へ委託していたが、今後はより専門的な機関（立場）

からの管理が必要となってきている。 

 今回、会計事務所を変更し、新たな事業展開や第 3 者の立場での助言など適切な牽

制関係を維持しつつ、法人運営を充実させていきたいのでご審議願いたい。 

 変更時期や会計事務所選定については、次年度計画の段階からの介入が必要なこと、

所在地、円滑な引き継ぎを考慮した。 

【提案内容】 

会計管理事務所の変更 

「ザ・総務部」⇒「田里会計事務所」 



審議内容 

① 変更の可否 

可 

② 変更先の審議 

田里会計事務所 

審議結果 
全会一致で承認 

担当局：会長・事務局 担当部： 

備 考  

 

第 3号議案  訪問リハビリテーション地域リーダーにおける「地域ブロック制」導入に伴う 

沖縄県のリーダー選出について 

提出日：平成 26年 10月 8日 提出者：金城良和 

担当局：社会職能局 担当部： 

議案主題 
訪問リハビリテーション地域リーダーにおける「地域ブロック制」導入に伴う 

沖縄県のリーダー選出について 

議案内容 

及び 

提出理由 

訪問リハビリテーション振興委員会が主催する地域ブロック・リーダー会議に参加

する沖縄県の代表者選出ついてご審議お願いします。【資料ﾌｧｲﾙ ２】 

審議内容 

第 1回地域ブロック連絡会議 

平成 26年 11月下旬予定 

＊地域ブロック制導入の概要については別紙資料参照 

① 代表者選出 

桑江 睦子氏 

審議結果 
全会一致で承認 

担当局：社会職能局 担当部：訪問リハ推進部 

備 考  

 

第 4号議案  平成 26年度優秀賞の選出について 

提出日：平成  26年 10月 8日 提出者：小嶺 衛 

担当局：表彰審査委員会 担当部：優秀賞選定委員 

議案主題 
平成 26年度優秀賞の選出について【別紙資料 １】 

議案内容 

及び 

提出理由 

表彰審査委員会優秀賞選定委員による優秀賞候補者案が提出されましたので平成 25

年度優秀賞選出について審議頂きたい。 

審議内容 

平成 26年度優秀賞受賞者選出について 

神田 佳代氏 

平 勝也氏 



審議結果 
全会一致で承認 

担当局：表彰審査委員会 担当部：優秀賞選定委員 

備 考  

 

第 5号議案  優秀賞選出に関する取り決め事項について 

提出日：平成  26年 10月  8日 提出者：屋富祖司・小嶺衛 

担当局：表彰審査委員会 担当部：優秀賞審査委員 

議案主題 
優秀賞選出に関する取り決め事項について 

議案内容 

及び 

提出理由 

審査方法基準について【別紙資料 ２】 

 

審議内容 

選定参考学会について 

1） 選出学会に関して、「2学会で計 15演題を超える場合に限り日本理学療法学術大

会のみを選出学会にする」 

2）優秀賞候補者の選定に関して、「過去直近 5年間にて優秀賞受賞者は対象外とする」 

審議結果 
保留・継続審議とし年度内に再提出。 

担当局：優秀賞審査委員会  

備 考  

 

第 6号議案 介護予防推進リーダー・地域包括ケア推進リーダー養成に伴う、当会指定事業選定 

について 

提出日：平成 26年 10月 8日 提出者：神谷之美 

担当局：地域包括ケア推進委員会 担当部： 

議案主題 
介護予防推進リーダー・地域包括ケア推進リーダー養成に伴う、当会指定事業選定に

ついて 

議案内容 

及び 

提出理由 

地域包括ケア推進リーダー及び介護予防推進リーダー養成には所定の研修受講に加え

て各都道府県の事業への参加が要件となっている。指定事業を提案致しますので事業

ごとの可否について審議いただきたい。 

【提案事業】 

①県民公開講座 ②スポーツ障害予防のための講習会 

③平成 26年度訪問リハビリテーション推進部勉強会 

④平成 26年度訪問リハビリテーション実務者研修会 

⑤平成 26年度通所リハビリテーション推進部勉強会 

⑥障害者団体支援活動  ⑦障害者団体支援スタッフ教育講演会 

⑧県内市町村主催健康まつり出展  ⑨高校野球大会の医療サポート活動 

⑩理学療法フェア 2014  ⑪新人・異動会員オリエンテーション 

⑫第 1～5回沖縄理学療法講習会 ⑬新人教育プログラム研修会  



⑭第 6・7回沖縄理学療法講習会 

⑮スポーツ医療サポートメンバー養成のための講習会 

⑯沖縄臨床理学療法研究会 ⑰第 16回沖縄県理学療法学術大会開催 

⑱理学療法指導者研修会 

⑲"JICA草の根技術協力事業「フィジー・沖縄リハアイランドプロジェクト 

⑳医療英会話教室㉑JICA沖縄主催の国際協力・交流フェスティバル等への出展 

㉒理学療法部門責任者連絡会議 ㉓献血推進ゆいま～るプロジェクトの推進 

㉔平成 26年度定時総会 ㉕委員会活動 ㉖平成 26年度新人異動会員歓迎会 

審議内容 

各事業における指定の可否 

可（参加会員、運営会員対象）：①県民公開講座 ⑨高校野球大会の医療サポート活動 

可（運営会員対象）：⑥障害者団体支援活動 ⑧県内市町村主催健康まつり出展 ⑩理

学療法フェア 2014 ⑲JICA草の根技術協力事業「フィジー・沖縄リハアイランドプロ

ジェクト ㉑JICA沖縄主催の国際協力・交流フェスティバル等への出展 

可（講師会員ならびに運営会員対象）：②スポーツ障害予防のための講習会 ③平成

26 年度訪問リハビリテーション推進部勉強会 ④平成 26 年度訪問リハビリテーショ

ン実務者研修会 ⑤平成 26 年度通所リハビリテーション推進部勉強会 ⑦障害者団

体支援スタッフ教育講演会 ⑫第 1～5 回沖縄理学療法講習会 ⑬新人教育プログラ

ム研修会 ⑭第 6・7回沖縄理学療法講習会 ⑮スポーツ医療サポートメンバー養成の

ための講習会 ⑯沖縄臨床理学療法研究会 ⑰第 16 回沖縄県理学療法学術大会開催 

⑱理学療法指導者研修会 

可（理事、監事、部長）：㉕委員会活動 

否：⑪新人・異動会員オリエンテーション ⑳医療英会話教室 ㉒理学療法部門責任

者連絡会議 ㉓献血推進ゆいま～るプロジェクトの推進 ㉔平成 26年度定時総会  

㉖平成 26年度新人異動会員歓迎会 

審議結果 
全会一致で承認 

担当局：地域包括ケア推進委員会  

備 考  

 

第 7号議案 介護予防推進リーダー・地域包括ケア推進リーダー養成講習会（導入研修会）の開催 

について 

提出日：平成 26年 10月 8日 提出者：神谷之美 

担当局：地域包括ケア推進委員会 担当部： 

議案主題 
介護予防推進リーダー・地域包括ケア推進リーダー養成講習会（導入研修会）の開催

について 

議案内容 

及び 

提出理由 

地域包括ケアシステムの導入に伴う、推進リーダー養成を目的に開催したい。開催に

あたっては内容について審議いただきたい。本講習会は定款第 4条第 2項に準ずる。 

【日時・場所】 

介護予防推進リーダー：平成 26年 12月 6日（土） 9：00～17：00 

        浦添市てだこホール 多目的室 



地域包括ケア推進リーダー：平成 26年 12月 13日（土）9：00～17：00 

             沖縄県総合福祉センター 402研修室 

【講 師】 

介護予防推進：神谷之美・高原充江 地域包括ケア推進：神谷之美・宮里朝康 

【対 象】日本理学療法士協会の e‐ラーニングを受講した者。 

     理学療法士かつ介護支援専門員の資格を有する者。 

     沖縄県理学療法士協会が推薦する者。 

     ※本講習会は専門性の高い内容であり、参加対象者を限定するが、登録後 

      は市町村事業への派遣など、公益性の高い講習会である。 

【定 員】 50名 

【広報方法】①HP掲載、②広報誌掲載、③FAX通信：会員施設 240ヵ所 

【予 算】 

資料印刷代（50,000円）、会場借用料（25,000円）、講師謝金（3.5時間×4名（5,000

円/ｈ）＝70,000円）、会議費（5,000円） 計 150,000円 

審議内容 

① 開催の可否 

  可 

① 内容の調整 

可（運営方法は調整中） 

② 予算の可否 

  可 

審議結果 
全会一致で承認 

担当局：地域包括ケア推進委員会  

備 考  

 

第 8号議案  日本理学療法士協会九州ブロック会親善スポーツ大会参加について 

提出日：平成 26年 10月 8日 提出者：池城正浩 

担当局：事務局 担当部：総務部 

議案主題 
日本理学療法士協会九州ブロック会親善スポーツ大会参加について 

議案内容 

及び 

提出理由 

日本理学療法士協会九州ブロック会平成 26年度事業計画において、親善スポーツ大

会が計画された。当協会も参加し、親睦を深めたい。チームの発足と派遣についてご

審議いただきたい。 



審議内容 

[目 的] 

 この大会はスポーツを通じ、九州ブロック理学療法士会会員相互の融和と親睦を深

め、もって医療事業の発展を図る。 

[開催日時] 

平成 26 年 11 月 9 日(日)8：30～13：00 

[場 所] 鹿児島ふれあいスポーツランド 屋内運動場 

[競技種目]フットサル 

[チーム構成] 

役員（監督・マネージャー等） 3 名以内 

登録選手  15 名以内 

審議結果 
全会一致で承認 

担当局：事務局  

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 

 

 

 

 


