
平成 29年度第 2回 理事会議事録 

 

日 時：平成 29年 5月 10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、末吉恒一郎 

久高将臣、山城忍、金城良和、川畑真紀、照屋一樹、宮平宗勝、村井直人 

監 事：千知岩伸匡 

委員会・部：  

欠席：神谷喜一 

書 記：仲宗根美紀 

 

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 …【資料ﾌｧｲﾙ１】 

・第 2号議案 第 19回沖縄県理学療法学術大会の事業計画書・予算修正案の内容に関する可否について…

【資料 1】 

・第 3号議案 平成 29年度 西原町地域型通所事業委託契約について…【資料 2】 

 

［報告事項］ 

１．会長 

※月次活動報告 

２．副会長（小嶺副会長） 

※月次活動報告  

２．副会長（玉城義彦副会長） 

※月次活動報告 

３．事務局 

※月次活動報告  

・H29.4/12～5/9までの受付・発行文書 …【収受・発行文書（原本）ファイル】  

・H29.3/31～4/30までの会員異動詳細 …【資料ﾌｧｲﾙ２】 

【会員動向】平成 29年 4月 30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】 

・決算報告書（最終）総会資料抜粋…【資料 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 

※月次活動報告 

   

第 1号議案  入会の承認に関する件 

提出日：平成 29年 5月 9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 56件 

【会員動向】平成 29年 4月 30日現在 ※連絡不能者含む 

会員数：1441名、施設所属会員数：1281名、自宅会員数 160名 

会員所属施設数：256施設 

  

【期間会員動向】平成 29年 3月 31日～平成 29年 4月 30日 

※当会入力状況から検索 

異動：32名（県内：26名 転入：0名 転出：4名 保留：2名） 

休会：1名※休会継続含む   退会： 3名（未納者は含めず） 

復会：0名 

 

審議内容 

城間事務局長） 

新人オリエンテーション時の参加者で入会名簿に名前がない人もいた。これから手続きして

くる人もいると思うので、順次入会手続きを進めていきたい。 

城間事務局長） 

入会申請者に異議はないかと思いますが。 

全理事） 

異議なし 

上間聖子） 

未納会員の動向として、連絡とれている。しかし、返事が遅い人や返事がない人もいるので、

確認をすすめていく予定。 

池城会長） 

継続して問い合わせをしていくしかないのでは。 



審議結果 

①入会の可否について 

全会一致で可 

 

②未納退会異動承認の可否について下記内容にて全会一致で承認 

退会に関しては会費回収不能 

異動会員については、昨年度の未納金を支払った上で異動 

未納の会員 6名は継続して問い合わせしていく 

 

担当局： 担当部： 

備 考 
 

 

 

第 2号議案 第 19回沖縄県理学療法学術大会の事業計画書・予算修正案の内容に関する可否について 

提出日：平成 29年 5月 10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・予算修正案の内容に関する可否につい

て【資料 1】 

議案内容 

及び 

提出理由 

昨年度の予算編成員会時から提示していた企画の一部（開催時期や基調講演講師・シンポ

ジスト）に関して、変更するように4月の理事会で決定したので、再度事業計画書・予算案を

修正しました。この内容で良いか審議をして頂きたいです。 

＊詳細は今回の添付資料参照 

 

審議内容 

村井理事） 

第 19 回沖縄県理学療法学術大会の事業計画書・予算修正案の内容に関する可否をいた

だきたい。基調講演として、「医療介護同時改定の波を越えて」をテーマに 脇元幸一先生に

依頼したいと考えています。 

玉城理事） 

 事業と行政との関連性を含めての内容を提案していく内容を叩き台が必要になるのでは。 

村井理事） 

  脇元先生、整形疾患の手技の勉強会を沖縄でやっており認知度もありますし、先生の勤

務も含め幅広く保険外の実業も含めて、ご活躍されているようなので様々な情報が得られる

ような内容をお願いできるのではないかと考えています。 

城間事務局長） 

同時改定前なので、内容の詳細は詰める必要なのかと思う。 

池城会長） 

テーマの「改定を乗り越えて」にするのは、内容とのミスマッチがあるような。 

再検討が必要かと思う。 

村井理事） 

・ラウンドテーブルディスカッション  司会 岡本慎也 



・コメンテーター  池城正浩 

お二人は了承いただいています。しかし、発表予定の 3 名をどうするか。内容として、事業と

して関心が得られるような方法が必要なのではと考えているが、未定な状況。会議にて内容

を詰めていきます。 

立津理事） 

リ専が実施している研修会と重なるため、理学療法士としての研修会もしくは沖リ専の周知

する形も含めているのであれば、POSの 3名が良いのでは。 

小嶺理事） 

  POS 方が論点が様々になるのでは。PT だけでは意見が重なる恐れでは。また、学会なの

で、評価やアカデミックな情報提供行えるような内容が良いのでは。 

玉城理事） 

  POS でも内容をしっかり煮詰めて、理学療法としてのアカデミックな内容になるのでは。デ

ィスカッションを通して、各専門職種役割が見えてくると考える。 

村井理事） 

  脇元先生が情報多様なので、若手も含めて会員収集できると考えているので、もっと内容

を詰めていきます。日程と予算は決定。場所は沖縄市か宜野湾市で検討中。 

場所→沖縄市民会館、宜野湾市民会館を案 6 ヶ月前にて予約 

日程→平成 30年 1月 28日(日) 

予算→予算報告書 1,799,000   

 

審議結果 

全会一致で概ね承認。詳細内容に関して継続検討していく。 

担当局： 担当部： 

備 考 
 

 

 

第 3号議案 平成 29年度 西原町地域型通所事業委託契約について 

提出日：平成 29年  5月 10日 提出者：久高 将臣 

担当局：社会職能局 担当部：地域活動支援事業部 

議案主題 
平成 29年度 西原町地域型通所事業委託契約について  【資料 2】 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

平成 29年度、西原町より地域型通所事業委託契約の依頼が届いています。 

本件は定款第 4条第 1項に基づき、受託に向けて事業計画を提出しております。 

本年度の契約にあたり、計画書への押印を審議していただきたい。 



審議内容 

久高理事） 

平成 29年度 西原町地域型通所事業委託契約書押印の可否について、 

 ・事業内容仕様書の変更 

   →看護師に加え理学療法士等と追記し変更依頼中 

 ・委託金額 

   →1 ヶ所 150,000円の 5 ヶ所 、理学療法士 5000円 

 

審議結果 

全会一致で承認 

担当局： 担当部： 

備 考 

 

 

第 4号議案  

提出日：平成 29年  5月 10日 提出者：池城正浩 

担当局：社会職能局 担当部： 

議案主題 
平成 29 年度・平成 30 年度沖縄県リハビリテーション専門職協会理事および監事推薦につ

いて 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

主題に関して、平成 28年度沖縄県リハビリテーション専門職協会総会をもって、任期満了と

なります。平成 29年度・平成 30年度沖縄県リハビリテーション専門職協会理事および監事

推薦の推薦をお願い致します。 

審議内容 

池城会長） 

理事は城間、照屋、久高、岡本、宮里、池城、松並。監事は小嶺さんに継続していきたいと

考えておりますが、いかがでしょうか。松並さんは、多忙な様子ですが。  

久高理事） 

松並さん本人の意向の確認が必要かと思います。 

 

審議結果 

全会一致で理事 7名、監事 1名を推薦する。 

理事：城間定冶、照屋一樹、久高将臣、岡本慎哉、宮里朝康、池城正浩、松並健治 

   但し、松並健治会員については理事継続の意思確認をする。 

監事：小嶺衛 

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  千知岩伸匡 


