
平成 27年度第 8回 理事会議事録 

 

日 時：平成 27年 11月 11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、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、与儀哲弘、久高将臣、末吉恒一郎 

監 事：千知岩伸匡 

委員会・部：伊波 成恭 

 書 記： （事務）金城 

欠 席：宮城 尚（監事）、川畑真紀（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             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（事務局） ……【資料ﾌｧｲﾙ１】 

・第２号議案  平成 27年度第 1回介護労働懇談会の開催について…【資料ﾌｧｲﾙ２】 

・第３号議案  第 5回 JIMTEF災害医療研修ベーシックコース受講者募集について…【資料ﾌｧｲﾙ３】 

・第４号議案  FORIP 第 4次専門家派遣 選考結果承認について…【資料ﾌｧｲﾙ４】 

・第５号議案  地域包括ケア推進委員会 企画研修会の開催について 

・第 6号議案  平成 28年度 理学療法士講習会（助成金事業）申請について 

・第 7号議案  第 51回全国学術研修大会におけるレセプション開催について…【資料 2】 

［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 

・H27.10/13～11/10までの受付・発行文書表（比嘉） …【資料 1】 

・H27.10/13～11/10までの会員異動詳細（比嘉） …【資料ﾌｧｲﾙ５】 



・H27.10/13～11/10までの育児休業割引申請詳細（比嘉） …【資料ﾌｧｲﾙ６】 

・事務員の給与明細（比嘉） …【資料ﾌｧｲﾙ７】 

 

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 

なし 

 

第１号議案  入会の承認に関する件 

提出日：平成 27年 11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】計 2件 

【会員動向】平成 27年 11月 10日現在 ※連絡不能者含む 

会員数：1448名 

施設所属会員数：1283名 

自宅会員数 165名 

会員所属施設数：235施設 

 

【育児休業割引申請者】計 2名 

  

【期間会員動向】平成 27年 10月 14日～平成 27年 11月 10日 

※協会承認済（異動日で検索） 

異動：7名（県内：4名 転入：2名 転出：1名） 

休会：1名※休会継続含む   退会： 2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  平成 27年度第 1回介護労働懇談会の開催について 

提出日：平成 27年 11月 11日 提出者：比嘉 

担当局：事務局 担当部：総務部  



議案主題 
平成 27年度第 1回介護労働懇談会の開催について 

議案内容 

及び 

提出理由 

（公財）介護労働安定センターより、平成 27年度第 1回介護労働懇談会の開催につい

てご案内が届いています。出席についてご審議お願い申し上げます。【資料ﾌｧｲﾙ２】 

審議内容 

■平成 27年度第 1回介護労働懇談会 

開催日時：平成 27 年 11 月 25 日（水）14:00～16:00 

場所：沖縄労働局 2 階大会議室 

内容（予定）：平成 26 年度介護労働実態調査報告と雇用管理改善促進事業内容説明、

周知広報活動など 

※詳細は【資料ﾌｧｲﾙ２】をご参照ください。 

回答締切日：平成 27年 11月 13日（金）まで FAXにて回答 

［議案審議］ 

以前開催の際（神谷副会長参加）、専門職は当協会のみ参加依頼があったようで、内容

も漠然としていた。今後貴団体を通し当協会の役割や沖縄県リハビリ専門職の PR、ス

キルアップの場としての関わり方を確認の為、今回理事の参加決定に至る。 

審議結果 
参加者：城間 定治（事務局・局長） 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

第３号議案  第 5回 JIMTEF災害医療研修ベーシックコース受講者募集について 

提出日：平成 27年 11月 11日 提出者：比嘉 

担当局：事務局 担当部：総務部  

議案主題 
第 5回 JIMTEF災害医療研修ベーシックコース受講者募集について 

議案内容 

及び 

提出理由 

PTA より、公益財団法人 国際医療技術財団（JIMTEF）主催の第 5 回災害医療研修ベ

ーシックコース開催のご案内が届いています。派遣についてご審議お願い申し上げま

す。【資料ﾌｧｲﾙ３】 

 

 

 

審議内容 

 

 

 

 

 

■第５回 JIMTEF災害医療研修ベーシックコース 

日 時：平成２８年 １月 10 日（日）午後１時～午後６時１０分 

         １月 11 日（月）午前９時～午後１時 

会 場：独立行政法人 国際協力機構 東京国際センター（ＪＩＣＡ東京） 

    東京都渋谷区西原 2-49-5 最寄駅：幡ヶ谷 / 代々木上原 

対 象：JIMTEF 医療関連職種 21 団体協議会構成団体会員及び一般の医療関係者   

定 員：６０名 ※定員を超えた場合は受講理由、職種のバランスを勘案し選考します。 

※詳細は【資料ﾌｧｲﾙ３】をご参照ください。 

 



審議内容 

回答締切日：平成 27年 11月 20日（金）までに下記返信フォームを記載の上、 

JPTAへ返信 

返信フォーム：【都道府県士会名】、【推薦対象者】、①氏名（フリガナ）、 

       ②勤務先、③TEL、④E-MAIL 

※平成 26年度に当会から災害に対する支援活動の研修に伊波成恭会員を派遣した。 

今回は伊波会員に臨席してもらい、JRAT等に関する災害対策の情報を提供して頂き、

審議とした。 

①派遣についての可否 

JIMTEF主催として開催される研修会の為、当協会の位置づけ等を今後検討していく必

要がある。主体となっているのは JRATであり、医師会等の関連職種との兼ね合いもあ

るため JRATを窓口とした支援活動とする。 

今後は②選任について 

上記の為なし 

審議結果 

①派遣不可 

②選任なし 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

第４号議案  FORIP 第 4次専門家派遣 選考結果承認について 

提出日：平成 27年 11月 4日 提出者：山城忍 

担当局：社会職能局 担当部：国際支援部 

議案主題 FORIP 第 4次専門家派遣 選考結果承認について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

FORIP 第 4次専門家派遣について公募を行いました。 

3名の応募があり、担当部局にて選考を行い、3名選出いたしました。 

選考結果承認について審議を御願い致します。 

【資料ﾌｧｲﾙ４】 

 

審議内容 

 

●選考結果 ： 3名選任（事業計画 3名） 

・比嘉つな岐 

・高良光 

・洲鎌賢弘 

 

●選考理由 

 ・比嘉つな岐 ： プロジェクトマネージャーとして事業の統括 

 ・高良光 ： 沖縄臨床技術研修でも関わっており、急性期病院における 

理学療法マネージメント、脳卒中リハにおける講義において 

現地での活躍が期待できる 

 ・洲鎌賢弘 ： 急性期病院での十分な実績や宮古島という地域性が対象国 



であるフィジーと類似しており、僻地医療における指導に 

おいて活躍が期待できる 

 

選考結果の承認について ： 可否 

可 

審議結果 
適任の為全会一致で承認 

担当局：社会職能局 担当部：国際支援部 

備 考  

第５号議案  地域包括ケア推進委員会 企画研修会の開催について 

提出日：平成 27年 11月 11日 提出者：神谷之美 

担当局： 担当部：地域包括ケア推進委員会 

議案主題 
地域包括ケア推進委員会 企画研修会の開催について 

 

議案内容 

及び 

提出理由 

高齢者の体力作り、認知症予防に期待できる『スクエアステップエクササイズ』に

ついて同協会理事であり、指導者の育成、長崎での実践を行っている中垣内先生を招

聘してその内容と効果、介護予防事業での実践等について講義していただく。 

審議内容 

 

研修会名…スクエアステップエクササイズ（SSE）を使った介護予防事業、通所サ

ービスの展開 

主催 … リハビリテーション専門職団体協議会 

日時 … 平成 28年 1月 9日（土） 

【会場】 浦添市「結の街」 

【受講費】2,000円(資料代) 

【参加人数】定員 150名 

【対象者】各自治体介護予防事業担当者・地域包括センター職員・通所事業所職

員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・その他 

承認の（ 可 ・ 否  ） 

 

［議案審議］ 

11/5（木）開催後とても効果の期待できる内容と好評。だが、今後目的・根拠・

予算見直し等を検討していく必要の課題がある為今回は可決されず。 

 

審議結果 

全会一致で承認。 

※受講費については会員は 1,000円へ変更。 

担当局： 担当部：地域包括ケア推進委員会 

備 考 
 

 



第 6号議案  平成 28年度 理学療法士講習会（助成金事業）申請について 

提出日：平成 27年 11月 9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 28年度 理学療法士講習会（助成金事業）申請について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

本事業は、理学療法士講習会（以下、講習会）の運営主体を JPTA から各都道府県へ

移行し、その運営を助成する助成金事業です。助成金事業として認められた講習会に

は、協会からの助成金（6 万円）補助が受けられます。平成 28 年度理学療法士講習会

のテーマ・講師を下記の通り企画致しましたので、申請許可ならびに講師選定につい

ての審議を頂きたい。 

審議内容 

1． 理学療法士講習会（助成金事業）申請についての可否 

 

2． テーマ・講師案について 

○脳解剖および運動学的思考に基づく脳卒中理学療法の展開（基本編理論） 

 講師：吉尾雅春+アシスタント 1名 

 定員：70名前後 

  ○関節可動域運動の基本（基本編技術） 

講師：板場英行 +アシスタント 1 名～2 名 

定員：40 名～50 名 

  ○下肢疾患の理学療法 （応用編） 

   講師：園部俊晴+アシスタント 1 名～2 名 

   定員：40 名～50 名 

○徒手療法の理論的背景と基礎 ～下部体幹の評価と治療 ～（応用編） 

   講師：林寛+アシスタント 1 名～2 名 

   定員：40 名～50 名 

  

※基本編は 1～5年目程度を、応用編は新プロ終了後の会員を対象としている。 

※上記申請〆切日は、11 月 30 日と期日も迫っている事を考えると、面識のある講師

との折衝がスムーズに行くのではないかと考える。第 1 候補としては、吉尾先生を

希望したい。 

 

審議結果 

申請について承認。 

講師選定及び内容は学術局へ委ねる。 

担当局：教育学術局 担当部：教育学術局 

備 考 
 

第 7 号議案  第 51 回全国学術研修大会におけるレセプション開催について 

提出日：平成 27年 11月 11日 提出者：宮里朝康 



担当局：第 51回全国学術研修大会実行委員会 担当部：厚生部 

議案主題 

第 51 回全国学術研修大会におけるレセプション開催について【資料 2】 

議案内容 

及び 

提出理由 

第 51回全国学術研修大会にて、講師、参加者間の交流・情報交換を目的として、レセ

プションを企画している。 

事業計画書並びに予算書をご確認頂き、レセプションの開催について、審議して頂きた

い。 

審議内容 

■第 51回全国学術研修大会 レセプション 

日時：平成 28年 10月 7日（金）18:30～20:30 

場所：トロピカルビーチ（雨天：コンベンションセンター展示棟東側） 

内容：資料参照 

人員：35名 

対象者：沖縄県理学療法士協会会員、研修会参加者 

予算：600,000円（資料参照） 

 

①レセプション開催についての可否 

可 

②事業計画書並びに予算書に関する承認 

引続き検討。 

審議結果 

予算委員会等で段階を経て決定していく必要がある。（拡大会議でも審議予定） 

引続き検討を重ねる。 

 

担当局：第 51回全国学術研修大会実行委員会 担当部：厚生部 

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  千地岩 伸匡 


