
平成 28 年度第 5回 理事会議事録 

 

日 時：平成 28年 8月 10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、玉城義彦、城間定治、運天智子、立津統、神谷喜一、末吉恒一郎 

久高将臣、山城忍、川畑真紀、照屋一樹、村井直人 

監 事：宮城 尚 

委員会・部：神谷之美（倫理委員会委員長） 

書 記： （事務）上間 

欠 席：千知岩伸匡（監事）、金城良和（理事）、宮平宗勝（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             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  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  本件における大規模災害等に備える体制づくりの構築の件…【資料 1】 

・第 3号議案  協会指定管理者研修会の開催について…【資料 2】 

・第 4号議案  第 18回沖縄県理学療法学術大会開催について…【資料 3】 

・第 5号議案  第 18回沖縄県理学療法学術大会副大会長について…【資料 3】 

・第 6号議案  沖縄県理学療法士連盟への賛助会員依頼について…【資料 4】 

・第 7号議案  事務所の PC リースおよびネットワーク HDD機器購入について…【資料 5】 

・第 8号議案  平成 28年度都道府県理学療法士会事務局長議への出席について…【資料 6】 

・第 9号議案  スポーツ事業部講習会（宮古ブロック）開催ついて…【資料 7】 

 

［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 



・H28.7/7～8/9までの受付・発行文書…【収受・発行文書（原本）ファイル】 

・H28.7/7～8/9までの会員異動詳細…【資料ﾌｧｲﾙ２】 

・H28.1/12～2/9までの育児休業割引申請詳細（比嘉） …【資料ﾌｧｲﾙ３】 

・事務員の給与明細…【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 

 ■倫理委員会 

  不祥事案件の公平な収集システムの検討および倫理の啓発活動の情報提供について…【資料 7】 

第１号議案  入会の承認に関する件 

提出日：平成 28年 8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 4件 

【会員動向】平成 28年 7月 31日現在 ※連絡不能者含む 

会員数：1427名、施設所属会員数：1265名、自宅会員数 162名、 

会員所属施設数：253施設 

  

【期間会員動向】平成 28年 7月 1日～平成 28年 7月 31日 

※当会入力状況から検索 

異動：16名（県内：15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 

（久高）今の段階での入会に関しては新人プログラムとの関連で問題が出る場合もあ

るが 

（川畑）新人教育プログラムの開催時期を変更する必要もあるのではないか 

(末吉)新人教育プログラムの開催時期については、前理事より問題ないとの引継ぎを

受けている 

（事務局長）入会手続きが行われていれば、会員番号も仮で提供されるため研修会参

加は可能となる。会員自体の手続き遅れの問題であり、履修時期に関しては問題無い

と考えている 

 

（会長）西原会員の未納会費支払の件については、確認が取れているのか。 



（事務所）会員本人へ説明し、支払いについては納得して頂いている。 

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  本県における大規模災害等に備える体制づくりの構築の件 

提出日：平成 28年 8月 10日 提出者：池城正浩 

担当局：会長 担当部： 

議案主題 
第４条 内外の関連団体との連携及び協力に関する事業に基づき、本県における大規

模災害等に備える体制づくりの構築 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

九州熊本地方を中心に起こった地震で各都道府県での災害の取り組みや JRAT等の

派遣チームの協力体制を考える機会になった。特に島嶼県沖縄の地で起こった場合に

多職種および行政機関との連携をどのようにして体制づくり構築すべきかを学ぶ。 

【資料 1】 

審議内容 

第７回 JIMTEF災害医療研修ベーシックコース 東京開催 

参加可否および費用捻出について 

※熊本への JRAT派遣チームの会員（大浜第２病院）より、実際の派遣状況・活動内容

について報告 

（玉城）中部病院で第１回の会合があり、その中でも JRATの活動に必要な研修・勉強

会についてその必要性を痛感した 

（会長）仮設住宅の対策は今後活動の中心になっていくと思うが、手すり等備品はど

うなっているのか。→業者が支援して機材を揃えている。障害を持っている方から優

先しての入居であるが、福祉機器とのマッチングが不十分なことも見受けられた。 

JRATからの大浜病院への依頼はどのよう有ったのか。 

（末吉）リハビリテーション医学会からの病院への依頼 

（事務局長）OPTAへも会員より問合せ（Dr.指示、身分、旅費等をどうしたらよいか）

があったが、OPTAへの依頼が無ければ会としては対応が困難であると伝えた。今後ど

のような流れで会として依頼を受けるのかは、継続して多団体と検討していく。 

（会長）沖縄で起こった場合、他都道府県からの援助は島嶼件であることから困難が

予想される。県内での組織化・どのようにまとめていくのかについては今後、検討が

必要と考える。また、沖縄県の拠点地域はどこで、どのようになっていくのかについ

て確認を行っていく。  

審議結果 

８月１６日参加の決定（会長宛て通知）を待ち、決定が出た際には参加可。 

費用捻出については、９月半期決算を見て項目を検討する。 

全会一致で承認 

担当局：事務局 担当部：財務部 

備 考 
 



第３号議案  協会指定管理者研修会の開催について 

提出日：平成 28年 8月 10日 提出者：城間 定治 

担当局：事務局 担当部： 

議案主題 
協会指定管理者研修会の開催について 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成 28 年度から日本理学療法士協会では①県士会、ブロック、市町村へとミクロ化

する組織対応範囲の充実、②医療・介護の再編に対する対応能力の強化、③多様な職

場に勤務する理学療法士の質の向上のための管理者能力の強化を目的に協会指定管理

者制度が導入され、協会指定管理者（初級）～（上級）～認定理学療法士までのキャ

リアが示された、当協会においては協会指定管理者（初級）までの研修開催が必要で

あり、会員のスキルアップとともに県民のニーズへの対応も期待されているところで

ある。また、各都道府県での普及のため中央研修会（東京）が開催され、伝達研修の

開催及びその内容についてご審議いただきたい。 

 本件は定款第 4条第 6項「理学療法士の社会的地位の向上及び相互福祉に関する事

業」に基づく【資料 2】 

審議内容 

【開催概要（案）】 

日 時：平成 28年 9月 17日（土）14：00～17：00    

場 所：沖縄県総合福祉センター （予定） 

※宮古・八重山ブロックは後日調整。 

参加費：無 料(非会員 5000円)   対 象：理学療法士及び下記の要件を満たす者 

定 員：100名（先着順、定員に達し次第締め切り）  

応募期間：平成 28年 8月 22日～9月 5日 

受講要件：管理に従事している会員のうち、以下の 3項目いずれかに該当する者。（教

育関係者も含む。職位は主任以上、1施設複数登録可） 

１．士会長の推薦者  ２．士会主催のマネジメント研修受講（終了日数は規定なし） 

３．回復期セラマネ、訪問リハ管理者、あるいは、その他医療的マネジメントコース

を卒業した者 

内 容： 

①主催者挨拶 14：00 

②「社会における理学療法士の必要性と課題」（仮題） 

担当：城間定治 14：05～14：45 

③「EPDCAサイクルの徹底の必要性」（仮題） 

「急性期」担当：神谷喜一 14：50～15：20 

「回復期」担当：真栄城健 15：20～15：50 

「生活期」担当：座波信司 15：50～16：20 

④グループワーク「臨床における EPDCAの活用と振り返り」（仮題） 

 担当（グループリーダー）は参加者から事前指定。 

［関係機関］ 

日本理学療法士協会における協会指定管理者研修会として設定。←要確認 



・「協会指定管理者研修」受講は、「専門理学療法士ならびに認定理学療法士資格取得

および更新に関わる履修ポイント基準」の大項目 2 講習会・研修会等の受講 3)協会 

主催研修会の 20ポイントが付与される（領域：管理・運営） 

スタッフ：総務部で担当。 

事業予算額：60,000円（協会拠出金：55,000円） 

 

（事務局長）今回受講要件の内前回あった管理業務 5年以上の要件が撤廃されている。 

ポイントについては、久高理事に再度確認をして頂きたい。 

予算の内訳としては、非会員 1名の参加を予定している。 

の追加説明。 

（会長）JPTAの方向性もあり、開催はしないといけないと考える。 

（久高）受講要件について問い合わせが多い。 

（事務局長）ポイントの申請については行っても・行わなくても良いので参加を勧め

ていきたい。要件に関しては、本日、新しい要件が JPTAより届いているので、今後も

確認していきながら周知していく。 

審議結果 

①開催の可否 

全会一致で承認 

②開催概要の審議 

全会一致で承認 

③士会主催のマネジメント研修の適用について（指定研修の設定） 

→平成 27年度「社会保障制度とリハビリテーション」（平成 27年 11月） 

→平成 27年度ブロック懇談会 

→平成 28年度ブロック懇談会 

全会一致で承認 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考 
 

第４号議案  第 18回沖縄県理学療法学術大会開催について 

提出日：平成 28年 8月 8日 提出者：兼島 広樹 

担当局：学術大会実行委員会 担当部： 

議案主題 
第 18回沖縄県理学療法学術大会を開催について、事業計画を確認して頂き、開催可能

か検討していただきたい。 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

第 18回沖縄県理学療法学術大会開催についての可否 

審議内容 
（玉城）シンポジスト 10名の人数となっているが、数は妥当なのか。 

60分の中でシンポジストそれぞれがプレゼンするとなると難しいのではないか。 



（小嶺）シンポジウムの時間を 2時間に延ばすべきではないか。 

それでも 10名は難しいと考える。前回のシンポジウムでは、シンポジスト 2名でも１

時間でギリギリの構成であった。 

（村井）使用会場の時間との兼ね合いで、時間を 2時間にするのは難しい。 

（山城）シンポジウムの内容をどのように考えているのか。 

（村井）シンポジストと会場とのディスカッション形式となる予定 

（玉城）ディスカッション形式にしてはメンバーの偏りがあるのではないか。 

（小嶺）学術大会で行う内容としては不適合ではないのか 

（事務局長）謝礼金の支払方法については源泉徴収して支払うとして計算して下さい。 

審議結果 

開催については、全会一致で承認 

 

シンポジウムについては再検討し、再度構想について報告書を提出。 

次回理事会でプログラムのたたき台を説明報告。 

担当局：学術大会実行委員会 担当部： 

備 考 
 

第５号議案  第 18回沖縄県理学療法学術大会副大会長について 

提出日：平成 28年 8月 8日 提出者：兼島 広樹 

担当局：学術大会実行委員会 担当部： 

議案主題 
第 18回沖縄県理学療法学術大会の副大会長をどなたにするのか、または学術大会実行

委員会内やその他で選出するのか検討していただきたい。 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

第 18回沖縄県理学療法学術大会副大会長の有無。有の場合は OPTA理事（学術局長）

から選出するのか、または学術大会実行委員会内やその他で選出するのかの取り決め。 

審議内容 

（小嶺）3 年前から副大会長は 2 名体制を敷いてきたが、今大会は 1 名としてはどう

か。 

（会長）副大会長には村井理事が就任するのが望ましいと考える。 

（玉城）小嶺副会長・末吉教育学術部局長を顧問として今後検討を深めては。 

審議結果 

全会一致で承認 

村井理事を副大会長 

小嶺副会長・末吉理事を顧問。 

担当局：学術大会実行委員会 担当部： 

備 考 
 

第６号議案  沖縄県理学療法士連盟への賛助会員依頼について 

提出日：平成 28年 8月 9日 提出者：玉城 義彦 

担当局：政策検討委員会  担当部： 



議案主題 
沖縄県理学療法士連盟への賛助会員依頼について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

政策検討委員会で検討した結果、今後の沖縄県理学療法士会運営のために得られる

情報が多く、会運営の助けとなると考え、連盟への協賛会員としての入会を提案する。 

その入会についてご審議頂きたい。 

審議内容 

（玉城）連盟の持つ情報をいち早く知ることは、今後の OPTAの運営にとって非常に有

益であり、変化する社会情勢に適応していくために不可欠であると考える。 

（会長）政策検討委員会の提言を受けて理事会としても有益であると考える。 

審議結果 

連盟へ賛助会員として入会を全会一致で承認 

担当局：政策検討委員会  担当部： 

備 考 
 

第７号議案  事務所の PCリースおよびネットワーク HDD機器購入について 

提出日：平成 28年 8月 9日 提出者：比嘉 

担当局：事務局 担当部：総務部 

議案主題 
事務所の PCリースおよびネットワーク HDD機器購入について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

当会事務所の PC2台について下記課題があり、課題解決を目的にオキジムからの 2台

の PCリースと、ＰＣ環境整備のため、ネットワーク HDD（1TB）の購入も同時に検討

しております。 

①ノート PC（会員管理システム用）→バッテリー不具合＆スペック不足（celeron） 

②ノート PC（会計ソフト用）→③はスペック不足（Vista） 

 

ご検討宜しくお願い致します。 

審議内容 

NECノートパソコン（初期費用込）352,080円、 

ネットワーク接続ディスク（NAS設定費用込）20,520円 合計：372,600円 

※詳細は資料見積書、注文書を添付。 

※稟議書も提出致します。 

 

（山城）celeronで良いのか。 

（事務局長）事務所の職務内容からして十分と考える。 

（玉城）NASが 1Tで大丈夫か。 

（事務局長）事務所の情報処理量からして十分と考える。 

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 8号議案  平成 28 年度都道府県理学療法士会事務局長議への出席について 

提出日：平成 28年 8月 10日 提出者：城間定治 

担当局：事務局 担当部： 

議案主題 
平成 28 年度都道府県理学療法士会事務局長議への出席について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

 日本理学療法士協会主催の都道府県事務局長会議が開催されるにあたり、事務局機

能向上及び第 51回日本理学療法士協会全国学術研修大会の参加促進を目的に沖縄県

理学療法士協会から 1名参加させたい。出席及び選任についてご審議いただきたい。 

 本件は定款第 4条第 7項「その他この法人の目的を達成するために必要な事業」に

基づく。 

審議内容 

【開催概要】 

会議名：平成 28 年度都道府県理学療法士会事務局長議  

日 時：平成 28 年 9月 4日 11 時 00 分～16 時 00 分 

会 場：（公社）日本理学療法士協会田町カンファレスルーム 

事業予算額：50,000円（渡航費 47,000円＋日当 3,000） 

職務：事務局長会議の傍聴と第 51回日本理学療法士協会全国学術研修大会の案内 

派遣者（提案）： 

山城忍理事（第 51回日本理学療法士協会全国学術研修大会準備委員会渉外部部長） 

※事務局長（城間定治）は JPTAの費用負担で参加。 

 

①派遣の可否 

②派遣者の先行 

審議結果 

①派遣の可否 

全会一致で派遣承認 

②派遣者の選考 

全会一致で派遣者承認 

 

担当局：事務局  担当部：総務部 

備 考  

第 9号議案  スポーツ事業部講習会（宮古ブロック）開催ついて 

提出日：平成 28年 8月 10日 提出者：山城忍 

担当局：社会職能局 担当部：スポーツ事業部 

議案主題 宮古ブロックにおけるスポーツ事業部講習会開催の可否について 

議案内容 

及び 

提出理由 

宮古ブロックにおけるスポーツ事業人材育成 

宮古ブロックへ本島から講師を派遣。講習会にて出前講座（一般向け）の講師を養成

し、本島から講師を派遣することなく、宮古ブロック会員で完結できる事を目的とす



 る。 

 

講師：座波信司 会員（スポーツ事業部 副部長）  

宮古ブロック担当者（出前講座）：選任は砂川ブロック長に一任 

 

年間計画には含まれていない事業ですので、開催可否について審議を御願い致します。 

 

提出理由：  

宮古ブロックにおける人材育成 

次回以降は宮古ブロック会員で出前講座の対応が完結 

次年度以降、本島からの講師渡航費の削減 

 

審議内容 

宮古ブロックにおけるスポーツ事業部講習会開催の可否について 

 

（山城）今年度の出前講座募集を募ったところ、宮古地区より 2 校（砂川中学校、西

辺中学校）応募があった。宮古ブロックにて対応できる会員の人材育成を図りたい。 

（事務局長）事業費は半期決算で補正となる予定です。 

審議結果 
全会一致で承認 

担当局：社会職能局 担当部：スポーツ事業部 

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 


