
平成 29 年度第 1 回 理事会議事録 

 

日 時：平成 29 年 4 月 12 日（水） 16：00～ 

場 所：翔南病院 1 階 旧職員食堂 多目的ホール（〒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、金城良和、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 

欠 席：山城忍（理事）、宮平宗勝（理事）、千知岩伸匡（監事） 

書 記：（事務）上間 

 

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 …【資料ﾌｧｲﾙ１】 

・第 2号議案 ＪＲＡＴ沖縄支部への参加（入会）について…【資料 1】 

・第 3号議案 平成 28年度功労賞について 

・第 4号議案 平成 29年度定時総会の開催日時と場所について 

・第 5号議案 19回沖縄県理学療法学術大会の事業計画書・予算案に関する、 

補正予算の可否について…【資料 2】 

・第 6号議案 第 19回沖縄県理学療法学術大会の Facebookを利用した広報活動について 

・第 7号議案 会員管理システム用 PCの備品購入について…【資料 3】 

・第 8号議案 査読システム準備委員会の立ち上げについて…【資料 4】 

・第 9号議案 平成 29年度新人教育プログラムについて…【資料 5】 

・第 10号議案  理学療法沖縄 2017の掲載内容に関して…【資料 6】 

［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 

・H29.3/9～4/11までの受付・発行文書 …【収受・発行文書（原本）ファイル】  

・H29.3/1～3/31までの会員異動詳細 …【資料ﾌｧｲﾙ２】 

【会員動向】平成 29年 3月 31日現在 ※連絡不能者含む 

・事務員の給与明細 …【資料ﾌｧｲﾙ３】 

・育児休業割引申請者 …【資料ﾌｧｲﾙ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 

・学術大会実行委員会 

 ※月次活動報告 

・倫理研修会報告書について…【資料 7】 

･平成 29年度第 8回訪問リハ・地域リーダー会議会員派遣について…【資料 8】 

･介護予防健康増進キャンペーン 2017会場借用に伴う事業計画変更について…【資料 9】 

・各種申請承認（士会）について…【資料 10】 

 

第 1号議案  入会の承認に関する件 

提出日：平成  29年 4月 11日 提出者：上間 

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 8件 

【会員動向】平成 29年 3月 31日現在 ※連絡不能者含む 

会員数：1477名、施設所属会員数：1312名、自宅会員数 165名 

会員所属施設数：253施設 

  

【期間会員動向】平成 29年 3月 1日～平成 29年 3月 31日 

※当会入力状況から検索 

異動：27名（県内：22名 転入：0名 転出：4名 保留：1名） 

休会：57名※休会継続含む   退会： 7名（未納者は含めず） 

復会：5名 

審議内容 
① 入会の可否について 

城間事務局長）入会申請者の説明を行う 

審議結果 

① 入会の可否について 

全会一致で可決 

担当局： 担当部： 



備 考  

 

 第 2 号議案  ＪＲＡＴ沖縄支部への参加（入会）について 

提出日：平成 28年 4月 12日 提出者：玉城 義彦 

担当局： 副会長 担当部： 

議案主題 
ＪＲＡＴ沖縄支部への参加（入会）について  【資料 1】 

議案内容 

及び 

提出理由 

「沖縄ＪＲＡＴ医師の会 ＪＲＡＴ沖縄支部決起会のご案内」参照 

審議内容 

① ＪＲＡＴへの参加（入会）の承認 

② 会則（規約）の承認 

③ 会費（入会分担金）の承認 

 

池城会長）JRAT沖縄支部について説明する。 

入会に関して会費は一万円程度となり、今の段階では勉強会しか出来ないと考え

る。事務経費として使用予定である。 

運天理事）会として参加すると、沖縄県理学療法士協会の会員は全て入会すること

になるのか。 

玉城副会長）リ専協と同様になるのではないかと考える。 

運天理事）総会で会員へ説明していく方が良いのではないか。 

小嶺副会長）なごみ会と同様ではないか。 

池城会長）入会してから考えていってはいかがか。 

城間事務局長）JRATの会則（規約）に会員が明記されちないことが気になる。 

池城会長）話し合う場と考えて、協議会に参加する方向が良いのではないか。 

玉城副会長）参加は行って、分担金が発生する時に総会で怪異へ説明することにし

てはいかがか。 

審議結果 

① ＪＲＡＴへの参加（入会）の承認 

参加について全会一致で可決 

② 会則（規約）の承認 

会則の中に会員が明記されていないことを伝えて変更を提案する。 

③ 会費（入会分担金）の承認 

分担金については、一旦保留とし、発生する際は総会で会員へ説明する。 

又、世話人は池城会長・玉城副会長とする。 

担当局： 担当部： 

備考  



第 3号議案  平成 28年度功労賞について 

提出日：平成 29年  4月 12日 提出者：小嶺衛 

担当局：表彰審査委員会 担当部：功労賞選定部 

議案主題 
平成 28年度功労賞について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

平成 28年度功労賞受賞者の選定について 

平成 28年度、当協会会員において理学療法分野に関して尽力や功績などのあった者に

ついて功労賞受賞者として推挙および選定審議していただきたい。 

※理事は該当外 

尚、功労賞受賞者は平成 29年度定時総会にて表彰する予定です。 

審議内容 

①功労賞受賞者の選定 

小嶺副会長）個人・団体で先行者が現在のところ出ていない。 

玉城副会長）与那嶺氏はいかがか。 

小嶺副会長）県学会の大会長を担っていいたので功労賞の推薦者としてはいかがか。 

池城会長）大会長を担っていたことのみの理由では、感謝状は分かるが、功労賞はあ

まり相応しくないのではないか。 

審議結果 

①功労賞受賞者の選定 

選定することが出来ない為、保留とする。4月中は自・他推薦を募って再度検討する 

担当局：表彰委員会 担当部：功労賞選定部 

備 考  

 

第 4号議案  平成 29年度定時総会の開催日時と場所について 

提出日：平成 29年 4月 6日 提出者：池城正浩・城間定治 

担当局：会長・事務局 担当部：総務部 

議案主題 
平成 29年度定時総会の開催日時と場所について 

議案内容 

及び 

提出理由 

定款第 3章第 14条及び 16 条に則り総会を開催する予定である。計画を立案するに

あたり、日時・場所について審議していただきたい。 

また、同時開催の研修会等についてご意見があれば提案いただきたい。 



審議内容 

平成 29 年度定時総会プログラム 

開催日時：平成 29 年 5 月 27 日（土）13:00～17:00 

場所：沖縄県総合福祉センター5・6・7 会議室 

参加予定人数：120 名 

① 総会の開催及び召集について 

② 総会の日時・場所について 

③ 研修会の開催について 

④ 懇談会開催について 

［事業概要］ 

定時総会を開催し、下記内容の提案とする。 

議案審議 

第 1号議案 平成 28年度事業報告に関する件 

第 2号議案 平成 28年度収支決算書、監事監査報告に関する件 

第 3号議案 平成 29年度事業計画に関する件 

第 4号議案 平成 29年度収支予算に関する件 

第 5号議案 その他 

   

事務所上間）会場借用の都合上、17時半迄には撤収する必要がある為、スケジュール

作成の際は考慮していただきたい。 

城間事務局長）承知した。 

審議結果 

全会一致で可決 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 5号議案第 19回沖縄県理学療法学術大会の事業計画書・予算案に関する、補正予算の可否について 

提出日：平成   29年  4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 19回沖縄県理学療法学術大会の事業計画書・予算案に関する、補正予算の可否につ

いて  【資料 2】 

議案内容 

及び 

提出理由 

第19回沖縄県理学療法学術大会の事業計画書・予算案を、昨年度に開催された予算編

成員会前に提出しておりました。今年度より日当規定が変更される事や、託児所の増

大、抄録集印刷・発送費用の単価増大により、予算が大幅に増大しまうみこみとなり

ました。これ以上の経費削減は難しく、可能であれば協会からの拠出金「1,000,000」

を補正予算として増額して頂けないか、検討していただきたい。 

＊1月提出資料と今回提出資料の添付資料を参照 



審議内容 

① 第 19回沖縄県理学療法学術大会の事業計画書・予算案に関する、補正予算の可否 

村井理事）第 19回県学会の事業計画について説明する。 

池城会長）県外 3名の講師案はどの様な内容なのか。 

城間事務局長）シンポジストで県外から講師を招聘するのか。折角招聘するのであれ

ば、シンポジストのみではもったいない様に考える。 

村井理事）3役会議の際に基調講演の演者の変更を検討する予定である。 

小嶺副会長）一度県学会準備委員会へ持ち帰って再検討したい。また、中堅会員の参

加を促す方法も再検討する必要がある。 

審議結果 

① 第 19回沖縄県理学療法学術大会の事業計画書・予算案に関する、補正予算の可否 

一旦保留とする。 

担当局： 担当部：学術大会実行委員会 

備 考  

 

第 6号議案  第 19回沖縄県理学療法学術大会の Facebookを利用した広報活動について 

提出日：平成   29年  4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 19回沖縄県理学療法学術大会の Facebookを利用した広報活動について 

 

議案内容 

及び 

提出理由 

例年会員数自体は増大しているものの、学会の参加率は平行線もしくは減少傾向とな

っている。第19回沖縄県理学療法学術大会においては、企画案の充実化はもちろん、

積極的な広報活動を取り入れ、参加率向上を図っていきたいと考えている。その一つ

の対策案としてFacebookの活用による広報活動を考えている。具体的な方法としては、

使用許可後アカウント作成し、FAX通信・HP・各ブロックメールでのフォロー申請促し

を行っていく予定。フォロー数の確保と同時進行でフォロー者へ広報活動を月1回程度

行っていく方法を考えている。 

審議内容 

① 第 19回沖縄県理学療法学術大会での Facebook活用と方法についての可否 

村井理事）全国研修会で行っていた方法を取り入れたい。20代の会員へは Twitterを

利用していくことも検討している。 

又同時に、ポスター作成と大会要項を早めに提示できるようにしていく。 

小嶺副会長）Twitterも一緒に取り入れていくと良い。 

城間事務局長）FAX 通信で広報し、フォロアーを増やしていく方法で対応していく。

また、協会の HP・Facebookにリンクする形で進めていきたい。 

審議結果 

① 第 19回沖縄県理学療法学術大会での Facebook活用と方法についての可否 

全会一致で可決 

担当局： 担当部：学術大会実行委員会 

備 考 
 

 



第 7号議案  会員管理システム用 PCの備品購入について 

提出日：平成 29年 4月  12日 提出者：末吉恒一郎 

担当局：教育学術局 担当部：教育学術局 

議案主題 
会員管理システム用 PCの備品購入について  【資料 3】 

 

議案内容 

及び 

提出理由 

現在、教育学術局で保管している会員管理システム用PCは１台であり、生涯学習担当

１名がシステム管理を行っているのが現状である。今年度より、業務効率化と担当者

の負担軽減を目的として２名体制でシステム管理を行っていく予定である。その為に

は会員管理システム用PCが２台必要であるため、備品購入についてご審議いただきた

い。 

審議内容 

① 会員管理システム用 PCの備品購入に関する可否 

末吉局長）PC購入の件について説明する。 

城間事務局長）JPTAの会員システムのライセンスには制限があり、各都道府県の割り

当ては 3台までである。その為、ライセンス事態を増やすためには JPTAへ申請と課金

を行う必要がある。 

研修会時に PCで会員データ管理として使用するのであれば、購入も又検討できる。 

久高理事）社会職能局の会員管理用 PCも既に耐用年数がすぎており、業務効率が悪く

なっている。教育学術局の PCを購入する際に、一緒に買い替えて欲しい。 

事務局）再度 2台で PCの見積を取り直して対応したい。 

審議結果 

① 会員管理システム用 PCの備品購入に関する可否 

PCの購入は全会一致で可決 

再度 2台で PCの見積を行う。 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 8号議案  査読システム準備委員会の立ち上げについて 

提出日：平成 29年 4月 12日 提出者：末吉恒一郎 

担当局：教育学術局 担当部： 

議案主題 査読システム準備委員会の立ち上げについて  【資料 4】 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成29年度の事業として統一した査読システムの構築を挙げている。現在、当会の学

術関連事業において、学術大会、優秀賞審査、理学療法沖縄論文で査読を行っている

が、それぞれの委員会や事業部において重複した作業を行っている点や査読依頼が同

一会員に重複する点が課題である。 

そこで、査読システム準備委員会を立ち上げ、下記の通り参加者と年間スケジュール

等について検討したので、ご審議いただきたい。 

 

〈参加者〉教育学術局専門認定領域研究支援部、県学術大会実行委員会査読班、表彰

審査委員会から選出する。 



〈年間スケジュール〉５回会議開催予定 

第１回：６月（現状の課題点整理と方向性を定める） 

第２回：８月（査読システムの素案を決定・理事会へ提出） 

第３回：１０月（予算を含めた事業計画の作成） 

第４回：１２月（事業計画書の修正、提出、具体的なシステム始動に向けた準備） 

第５回：２月（査読システム始動） 

審議内容 

① 査読システム準備委員会の立ち上げに関する可否 

末吉局長）H29年度は準備期間とし、H30年度より実施予定としたい。 

城間事務局長）査読システムが出来上がったら準備委員会は解散する作業チームとし

て位置付けするのか。又は組織図にも載せたものとして考えているのか。その場合、

見通しはいかがか。 

小嶺副会長）今後このシステムが出来上がった際に管理する人は必要と思われるが、

見通しは立っていない 

久高理事）今後は教育学術局で行っていってはどうか。 

末吉局長）委員会を外して作業部会とし、教育学術局で進めていく。そのご、部とし

て運営していきたいがいかがか。 

池城会長）それであれば、名称を変更して設置とする。 

審議結果 

① 査読システム準備委員会の立ち上げに関する可否 

名称を変更し、立ち上げに関しては全会一致で可決 

担当局：教育学術局 担当部： 

備 考  

 

第 9号議案  平成 29年度新人教育プログラムについて 

提出日：平成 29年 4月 12日 提出者：川畑真紀 

担当局：教育学術局 担当部：教育支援部（新プロ） 

議案主題 
平成 29年度新人教育プログラムについて  【資料 5】 

 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成29年度第１回・第2回新人教育プログラムの日程並びに講師選出を行ったので、ご

審議いただきたい。 

審議内容 

・第 1回・2回新人教育プログラムの日程並びに場所に関する可否 

〈日程〉 

第 1回新人教育プログラム:7月 1日（土）、2日（日） 沖縄看護専門学校 

第 2回新人教育プログラム:7月 22日（土）、23日（日）琉球リハビリテーション学院 

 

・講師選出に関する可否 

〈講師選出案〉添付資料参照 

 



審議結果 

川畑理事）講師案に関して説明する。 

又、症例検討会は東京・京都の士会のブロックで行って地域活性に繋がっている。こ

のことから、沖縄県理学療法士協会でも検討していきたい。 

担当局：教育学術局 担当部：教育支援部（新プロ） 

備 考 
① 第 1回・2回新人教育プログラムの日程並びに場所に関する可否 

全会一致で可決 

 

第 10号議案  理学療法沖縄 2017の掲載内容に関して 

提出日：平成 29 年 4月 12日 提出者：村井直人 

担当局： 教育学術局 担当部：専門認定領域研究支援部 

議案主題 理学療法沖縄 2017の掲載内容に関して  【資料 6】 

議案内容 

及び 

提出理由 

学術誌「理学療法沖縄2017」の掲載内容に関して、投稿論文以外に、①特集記事「卒

前・卒後教育への取り組み」と②講座を掲載したいと考えている。案は資料参照。この案

でよいか審議を願います。 

審議内容 

① 理学療法沖縄 2017の掲載内容の可否 

村井理事）掲載内容について説明する。 

玉城副会長）会員による研鑽領域は公募として HP に掲載し、審査に通れば、「理学療

法沖縄」へ掲載して公平性を担保してはいかがか。 

村井理事）この領域は来年度の検討とし、保留としたい。 

城間事務局長）再度検討する際は、稟議書で提出、理事懇談事項としてはいかがか。 

村井理事）その様にしたい。 

審議結果 

① 理学療法沖縄 2017の掲載内容の可否 

全会一致で可決 

担当局：教育学術局 担当部：専門認定領域研究支援部 

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 

 

 


