
平成 28 年度第 6 回 理事会議事録 

 

日 時：平成 28 年 9 月 14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、運天智子、立津統、神谷喜一、末吉恒一郎、久高将臣、 

山城忍、金城良和、照屋一樹、宮平宗勝、村井直人 

監 事：宮城 尚 

委員会・部：表彰審査委員会優秀賞選定部長 屋冨祖司、学術大会実行委員会大会長 兼島広樹 

書 記： （事務）上間 

欠 席 ：千知岩伸匡（監事）、城間定治（理事）、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 条のとおり定款を満たしてい

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 …【資料ﾌｧｲﾙ１】 

・第 2号議案  平成 28年度 理学療法講習会概要に関する審議について …【資料 1】 

・第 3号議案  第 18回沖縄県理学療法学術大会開催について 

・第 4号議案  平成 28年度政策研修会・「小川かつみ君のさらなる活躍を期待する会」への参加 

について…【資料 2】 

・第 5号議案  平成 28年度優秀賞の選定について…【資料 4】 

［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 

・H28.8/10～9/13までの受付・発行文書 …【収受・発行文書（原本）ファイル】  

・H28.8/1～8/31までの会員異動詳細 …【資料ﾌｧｲﾙ 2】 

・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 

・平成 28年度優秀賞審査に関する報告書 

・平成 28年度 第 2回 九州ブロック政策検討委員会 

 

第 1号議案  入会の承認に関する件 

提出日：平成  28年 9月 14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 8月 31日現在 ※連絡不能者含む 

会員数：1475名、施設所属会員数：1310名、自宅会員数 165名 

会員所属施設数：258施設 

  

【期間会員動向】平成 28年 8月 1日～平成 28年 8月 31日 

※当会入力状況から検索 

異動：名（県内：名 転入：0名 転出：名） 

休会：0名※休会継続含む   退会： 0名（未納者は含めず） 

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 28年度 理学療法講習会概要に関する審議について 

提出日：平成 28年 9月 14日 提出者：宮平 宗勝 

担当局：教育学術局 担当部：学術研修支援部 

議案主題 平成 28年度 理学療法講習会概要に関する審議について 

議案内容 

及び 

提出理由 

本年度の理学療法講習会の概要を下記の通り検討した。 

講習会概要と新プロC領域の読み替えとして承認するかについての審議をお願いした

い。…【資料2】 



審議内容 

【講習会概要について】 

①理学療法講習会（八重山ブロック） 

１．日時：H28 年 10 月 15 日（土）18:00～21:00（90 分 2 コマ）、16 日（日）9:00～

12:00（90分 2コマ） 

２．場所：調整中 

３．講師名：大浜第二病院 理学療法士 末吉 恒一郎  

     与那原中央病院 理学療法士 古堅 貞則  

４．テーマ：「重度脳血管疾患における潜在性を活かすリハポジショニング（末吉）」 

     「肩関節疾患に対する評価と治療実践（古堅）」  

５．定員：20名 

６．会費（１テーマにつき）：会員 1000円 非会員 2000円 

②理学療法講習会（内部障害器系） 

１．日時：H28年 11月 20日（日）で調整中．9：00～12：00（90分 2コマ） 

２．場所：調整中 

３．講師：那覇市立病院 理学療法士 安村 大拙 

     琉球大学医学部附属病院 理学療法士 嶺井 陽   

４．テーマ：「呼吸リハについて（安村）」，「心臓リハについて（嶺井）」 

５．定員：50名 

６．会費：会員 1,000円 非会員 2,000円 

③理学療法講習会（神経系） 

１．日時：H29年 2月 11日（土）14:00～17:00（90分 2コマ）、12日（日）1日目，2

日目 9:00～12:00（90分 2コマ） 

２．場所：大浜第二病院ふれあいホール 

３．講師：健康科学大学 理学療法士 高村 浩司   

４．テーマ：「成人片麻痺患者における神経学的アプローチ～歩行再獲得に向けて～

（仮）」 

５．定員：80名 

６．会費：会員 2,000円 非会員 5,000円 

④理学療法講習会（運動器系） 

１．日時：H29年１月 28日（土）14:00～17:00（90分 2コマ）、29日（日）9:00～12:00

（90分 2コマ） 

２．講師：昭和大学病院 千葉慎一 氏 

３．テーマ：肩関節機能評価と治療について（仮） 

４．定員：80名 

５．会費：会員 2,000円 非会員 5,000円 

⑤理学療法講習会（宮古ブロック） 

日時、講師、テーマ等、調整中。 

［対 象］ 

理学療法士及び医療従事者 



［案内方法］ 

 会誌、ホームページ、FAX 

［備 考］ 

 会費 県内講師の場合（会員 1,000円、非会員 2,000円） 

    県外講師の場合（会員 2,000円、非会員 5,000円） 

 

【新プロ読み替えについて】 

・本講習会のテーマは新人教育プログラムテーマの理学療法の臨床（C-1 神経系疾患

の理学療法、C-2 運動器疾患の理学療法）にあたることから、新プロ読み替えとして

ご承認いただきたく、審議をお願いしたい。 

審議結果 

①全会一致で承認 

担当局：教育学術局 担当部：学術研修支援部 

備 考  

第 3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  9月 12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開催について 

議案内容 

及び 

提出理由 

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。前回の理事会ではシンポジウムに関して見直しとなってお

り、今回は新しくラウンドテーブル・ディスカッションへ変更している。【資料1】 

審議内容 

①第 18回沖縄県理学療法学術大会開催についての可否 

 （ラウンドテーブル・ディスカッションの企画内容） 

 ・登壇者の人数も厳選していく 

 ・司会者を小嶺副会長としてディスカッションの流れをつくる 

 

審議結果 

①全会一致で承認 

担当局： 担当部： 

備 考  

第 4号議案 平成 28年度政策研修会・「小川かつみ君のさらなる活躍を期待する会」への参加について 

提出日：平成 28年 9月 13日 提出者：玉城 義彦 

担当局： 副会長 担当部：政策検討委員会 

議案主題 

日本理学療法士連盟主催 

平成 28年度政策研修会・「小川かつみ君のさらなる活躍を期待する会」への 

参加について 別資料参照【資料 2】 



議案内容 

及び 

提出理由 

上記研修会への参加の「可」「否」と 

「可」の場合の研修への参加者選出 

現在行われている日本理学療法士協会および連盟の政治活動が、今後の理学療法士

に関わる制度・職域・身分等についてどのように影響するかの情報収集 

審議内容 

①参加の「可」「否」 

② 研修への参加者 

（玉城）研修会の内容は今後の理学療法士協会に必要な情報を得られる機会になる

と考えるので、参加については必要と考える 

又、参加が可能であれば、参加者は 2名を派遣（1名は協会として、1名は連盟と

して）を希望する 

審議結果 

①全会一致で承認 

担当局： 担当部：政策検討委員会 

備考  

第 5号議案  平成 28年度優秀賞の選定について 

提出日：平成  28年 9月 13日 提出者：小嶺 衛 

担当局：表彰審査委員会 担当部：優秀賞選定部会 

議案主題 
平成 28年度優秀賞の選定について  【資料 4】 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成 28年度優秀賞についてご審議をお願いいたします。 

選定内容(別紙資料参照) 

審議内容 

優秀賞選定部会において査読員による選定が行われた 

その内容について説明 

又、同点の判定の部門については理事会で 1名を推薦 

審議結果 

①全会一致で承認 

担当局： 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 


