
平成 27年度第 6回 理事会議事録 

 

日 時：平成 27年 9月 9日（水） 16：00～ 

場 所：翔南病院 1 階社員食堂 （〒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、神谷喜一、山城忍、金城良和、 

与儀哲弘、末吉恒一郎、川畑真紀 

監 事：宮城 尚 

委員会・部：  

書 記： （事務）金城 

欠 席：千地岩伸匡（監事）城間定治（理事）、古堅貞則（理事）、久高将臣（理事） 

 

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             12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（事務局） ……【資料ﾌｧｲﾙ１】 

・第２号議案  第 17回沖縄県理学療法学術大会予算案について 

・第３号議案 第 50回日本理学療法士協会全国学術研修大会の視察及び事前打ち合わせに関する 

派遣方について 

・第４号議案 研修会「社会保障制度とリハビリテーション」開催について 

［報告事項］ 

１．会長 

※月次活動報告 

・リハビリ専門職を活用した地域包括ケアシステム構築事業…【資料 1】 

 

２．副会長 

※月次活動報告 

３．事務局 

※月次活動報告 

・H27.8/12～9/8までの受付・発行文書表（比嘉） …【資料 2】 

・H27.8/12～9/8までの会員異動詳細（比嘉） …【資料ﾌｧｲﾙ２】 

・事務員の給与明細（比嘉） …【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 

[沖縄県理学療法士連盟]  

・沖縄県理学療法士連盟 規約（立津） …【資料 3-1】 

・政治団体設立届（立津）  …【資料 3-2】 

 

第１号議案  入会の承認に関する件 

提出日：平成 27年 9月 9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 27年 9月 8日現在 ※連絡不能者含む 

会員数：1446名 

施設所属会員数：1279名 

自宅会員数 167名 

会員所属施設数：233施設 

 

【育児休業割引申請者】計 0名 

  

【期間会員動向】平成 27年 8月 12日～平成 27年 9月 8日 

※協会承認済（異動日で検索） 

異動：12名（県内：10名 転入：2名 転出：0名） 

休会：0名※休会継続含む   退会： 1名   復会：0名 

審議内容 ①入会の可否について 

審議結果 
①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 17回沖縄県理学療法学術大会予算案について 

提出日：平成 27年 9月 9日 提出者：池城正浩 

担当局：学術大会実行委員会 担当部： 



議案主題 
第 17回沖縄県理学療法学術大会予算案について 

議案内容 

及び 

提出理由 

第 17 回沖縄県理学療法学術大会予算案を提案いたしますのでご審議お願い申し上

げます。 

審議内容 

第 17回沖縄県理学療法学術大会 

テーマ；理学療法とアカデミア 

開催日時：平成 28 年 2 月 21 日（日）9:00～17:00 

場所：豊見城中央公民館 

大ホール；786 名収容、中ホール 400 名収容 その他；控室等 

参加予定人数：620 名 

[議案審議] 

【収入】 

協会より拠出金  1,100,000円 

参加費       800,000円  収入額合計  1,900,000円 

支出内容を検討した結果、予算 190万円は妥当と決定。 

審議結果 

全会一致で決定 

担当局：学術大会実行委員会 担当部： 

備 考  

 

第３号議案 第 50回日本理学療法士協会全国学術研修大会の視察及び事前打ち合わせに関する派遣方

について 

提出日：平成  27年 9月 9日 提出者：小嶺衛・城間定治 

担当局：全研準備委員会・事務局 担当部： 

議案主題 
第 50 回日本理学療法士協会全国学術研修大会の視察及び事前打ち合わせに関する派

遣方について 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成28年10月開催予定の第51回日本理学療法士協会全国学術研修大会に向けた前大会

視察及び事前打ち合わせに4名の派遣を提案する。本件は定款第4条第2項理学療法士の

職業倫理の高揚を図り、学術及び技術の向上に関する事業に基づく。 

※JPTAからの派遣10名に加え、当協会から4名の派遣。 

[派遣者] 

①渡航日程 

1.10月8日(木)沖縄発⇒10月10日(土)花巻発(盛岡市内2泊) 

2.費用：112，100円×4＝448,400円（概算額） 

②人選 

JPTAからの派遣 

 1.池城正浩（大会長）       2.仲西孝之（副大会長） 

 3.神谷之美（副大会長）      4.小嶺衛（準備委員長） 



 5.西平伸也（副準備委員長）    6.立津統（学術局長） 

 7.当真祐二（副事務局長）     8.金城良和（広報局長） 

 9.與儀哲弘（学術局・編集部長）  10.末吉恒一郎（学術局・副企画部長） 

沖縄県理学療法士協会からの派遣 

11.川畑真希（事務局・副財務部長） 12.山城忍（事務局・渉外部長） 

13.新垣健（副運営局長）      14.城間俊充（運営局長代行） 

③派遣実務は別紙参照。 

審議内容 

[議案審議] 

①派遣の可否 

派遣理由を明確にし、14名全員の派遣を検討。 

②派遣者の検討 

OPTAからの渡航費用の捻出を踏まえた上で、派遣者を更に選定するか渡航費の一部を

自己負担案、渡航期間を短縮案等審議がなされた。 

審議結果 

①10/8～10/10の 2泊 3日にて派遣決定 

②JPTAからの派遣：池城正浩・仲西孝之・小嶺衛・西平伸也・金城良和・当眞祐二・

與儀哲弘・末吉恒一郎・新垣健・城間定治 

 OPTAからの派遣：山城忍・川畑真紀 

合計 12名に決定。 

担当局：全研準備委員会・事務局 担当部： 

備 考  

 

第４号議案 研修会「社会保障制度とリハビリテーション」開催について 

提出日：平成  27年 9月 8日 提出者：立津統 

担当局：政治を考える委員会 担当部： 

議案主題 研修会「社会保障制度とリハビリテーション」開催について 

議案内容 

及び 

提出理由 

「社会保障制度改革や地域包括ケアシステム、次期報酬改定」をテーマに日本理学療

法士連盟会長 田中昌史氏、日本理学療法士協会副会長 小川かつみ氏を招聘してリ

ハビリテーション専門職を取り巻く情勢を踏まえた内容の研修会を開催。本事業は定

款第4条第3項の「理学療法士の教育機関に協力し、理学療法の資質向上に寄与する事

業」に基づく。 

審議内容 

日時：平成 27年 11月 7日（土） 受付 13：30～研修 14：00～17：30   

場所：いちゅい具志川じんぶん館 大研修室 

主催：沖縄県理学療法士連盟   共催：公益社団法人 沖縄県理学療法士協会 

後援：一般社団法人 沖縄県作業療法士会・一般社団法人 沖縄県言語聴覚士会 

対  象：リハビリテーション専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等） 

参加費：2,000円 （当日支払）  定員：150名 

研修１：わかりやすい社会保障制度とリハビリテーションの展望 

    講 師：田中昌史氏 日本理学療法士連盟 会長 



研修２：リハビリテーション専門職に求められるアクション 

    ～次期医療制度改革への対応～ 

    講 師：小川かつみ氏 日本理学療法士協会 副会長 

費用負担：講師料以外の費用を沖縄県理学療法士協会が負担（約 20万円） 

[議案審議] 

①開催及び共催の可否 

特に地域包括ケアシステムに関しては県・市町村からの期待も大きく、次年度に向け

た研修としては必要不可欠ではないか。（事務局神谷） 

全国的な流れや活動を聞ける絶好の機会である。（会長） 

②費用負担の配分および可否 

著名な講師を予定しているので講師料以外の負担で開催できるのは非常に効率が良

い。（財務部運天・教育学術局與儀） 

③研修内容について 

社会保障制度について学ぶことは理学療法を適切な形で県民に享受する重要な活動で

ある。講師にはより具体的な内容を教授いただき、会員の積極的な参加を促してほし

い。（副会長小嶺） 

 

審議結果 

①研修開催：全会一致で承認  ②貴費用負担：全会一致で承認 

③研修内容：：意見を講師へ伝える。 

担当局：政治を考える委員会 担当部： 

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 

 


