
平成 30年度 第 10回 理事会議事録 

日  時：平成 31年 1月 9日（水） 19：00～ 

場  所：翔南病院 1階 多目的ホール（職員食堂） 

〒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、立津統、運天智子、神谷喜一、金城良和、山城忍、南部路治、 

久高将臣、末吉恒一郎、川畑真紀、村井直人、照屋一樹、当眞祐二 

監 事：千知岩伸匡 

欠 席：城間定治（理事）、仲西孝之（監事） 

書 記：上間聖子 

 

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 平成 30年度協会賞受賞候補者の推薦について 

・第 3号議案 浦添市介護認定審査会委員就任の推薦について…【資料１】 

・第 4号議案 第 33回沖縄呼吸ケア研究会セミナーにおける新プロ読替について…【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 

・H30.12/1～12/31までの受付・発行文書 …【収受・発行文書(原本)ﾌｧｲﾙ】  

・H30.12/1～12/31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 

 

 

 

 



第 1号議案             入会の承認に関する件 

提出日：平成  31年 1月 9日 提出者：上間聖子 

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 1件  承認：1件、 否認：0件 

【会員動向】平成 30年 12月 31日現在 ※連絡不能者含む 

・在会会員数：1,543名、施設所属会員数：1,384名、自宅会員数 159名 

・休会：165名 

・会員所属施設数：265施設 

 

【期間会員動向】平成 30年 12月 1日～平成 30年 12月 31日 

※当協会入力状況から検索 

異動：15名（県内：14名 転入：1名 転出：0名 再申請：0名 否認 0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 

神谷理事）1名の申請がありました。審議お願いします。 

審議結果 
・全会一致で承認された 

担当局：事務局 担当部：財務部 

備 考  

 

第 2号議案           平成 30年度協会賞受賞候補者の推薦について  

提出日：平成 31年  1月 9日 提出者：小嶺衛 

担当局：表彰審査委員会 担当部： 

議案主題 平成 30年度協会賞受賞候補者の推薦について 

議案内容 

及び 

提出理由 

JPTAより、臨床実習指導者中央講習会の日時と場所の決定通知が出された。現時点で

当協会に指定された受講人数は10名と示されている。そこで、受講者の選定基準につい

て検討したので、ご審議いただきたい。 

審議内容 

平成 30年度協会賞受賞候補者の推薦について 

協会より上記の推薦依頼があった。下記項目について候補者の推薦について審議お願いしま

す。 

（１）協会賞 

協会賞は、会員歴30年以上（休会期間を除く）、かつ55歳以上の者で本会の活動、都道府県

理学療法士会の活動において格段の功績のあった者で、次の要件のいずれかを満たすもの

を表彰する。 

ア 本会の理事・監事、部長、委員長、小委員会委員長、分科学会・部門代表運営幹事を通

算６年以上か、前述の６年未満の役員歴に加え、部員、委員、小委員会委員、ワーキンググル

ープ委員、運営幹事および代議員等本会役員名簿に掲載される役員として通算 12年以上従

事している者で、その職務において優れた功績をあげた者。但し、この場合において複数の併

任があった場合については通算年数とはしない。 



イ 都道府県理学療法士会の理事・監事・局長・部長・委員長として通算 10年以上従事した者

で、かつ、本会役員名簿に掲載される役員を２年以上従事し、その職務において優れた功績

をあげた者。但し、この場合において複数の併任があった場合について通算年数とはしない。 

・日本理学療法士協会の理事・監事、部長、委員長、小委員会委員長、分科学会・部門代表

運営幹事を通算６年以上 

・日本理学療法士協会の理事・監事、部長、委員長、小委員会委員長、分科学会・部門代表

運営幹事を通算６年未満の役員歴に加え、部員、委員、小委員会委員、ワーキンググループ

委員、運営幹事および代議員等本会役員名簿に掲載される役員として通算 12年以上従事し

ている者 

・都道府県理学療法士会の理事・監事・局長・部長・委員長として通算 10 年以上従事した者

で、かつ、本会役員名簿に掲載される役員を２年以上従事 

小嶺委員長）沖縄県理学療法士協会のデータは現在あるのか？ 

久高理事）データベースが現在無いので、今後データベースを整備していく必要がある。 

立津副会長）他団体では会員歴のデータベースがあり、対象会員がいる場合は自動的に

表彰対象者として推薦できるシステムとなっている。 

久高理事）早急にデータベースを整えていく。 

小嶺委員長）30年以上の会員歴のデータを先に整えて欲しい。 

久高理事）事務所に残っているデータ及び 35周年誌よりデータ収集を行っている。 

小嶺委員長）今回は、対象者の選定が難しく、自他選もなった為推薦者無しとする。 

 

審議結果 
・全会一致で承認された。 

担当局：表彰審査委員会  

備 考  

 

第 3号議案           浦添市介護認定審査会委員就任の推薦について  

提出日：平成 31年  1月 9日 提出者：城間定治 

担当局：事務局 担当部：事務局長 

議案主題 浦添市介護認定審査会委員就任の推薦について【資料１】 

議案内容 

及び 

提出理由 

浦添市より、平成31年4月1日から新元号3（2021）年3月31日の任期で4名の理学療法

士（現任委員継続を希望）の推薦をいただきたいとの依頼がある。そこで、介護認定審

査会委員就任の推薦についてご審議いただきたい。 

審議内容 

浦添市介護認定審査会委員就任の推薦について 

現行委員：金城一樹会員（なかそね整形外科リハビリクリニック） 

     砂川元会員 （訪問看護ステーションぴたさぽ） 

     西平伸也会員（沖縄リハビリテーションセンター病院） 

     金城邦子会員（デイケアセンターあめくの杜）   以上 4名 

（1）推薦の可否 

池城会長）前回推薦者の会員確認と継続の意思確認はできているか。 

神谷理事）どちらも確認できております。 

審議結果 

現行 4名の委員を推薦 

・全会一致で承認された。 

担当局：事務局 城間定治 



備 考  

第 4号議案      第 33回沖縄呼吸ケア研究会セミナーにおける新プロ読替について  

提出日：平成 31年 1月 9日 提出者：末吉恒一郎   

担当局： 教育学術局 担当部：  

議案主題 第 33回沖縄呼吸ケア研究会セミナーにおける新プロ読替について【資料 2】 

議案内容 

及び 

提出理由 

当協会後援の第33回沖縄呼吸ケア研究会セミナーにおいて、新プロ読替を行いたいと考えて

おります。新プロC-1～C-6は、士会で行う研修において、単位認定が可能とされています。

尚、要件につきましては、新人教育プログラム運用の手引きに基づき、研修会時間数は規定

を満たしております。 
 
【第 33回沖縄呼吸ケア研究会セミナー】 
 
日 時：平成 31年 3月 16 日（土） 
講 師：①飯田 有輝先生（海南病院）②長谷川 隆一先生（獨協医大）予定  
読 替：C-3 内部障害の理学療法、 
 

審議内容 

第 33回沖縄呼吸ケア研究会セミナーにおける新プロ読替の可否 

立津副会長）後援依頼文書は届いているか。 

末吉理事）後援依頼は届いており、前回の理事会で承認されている。 

立津副会長）JPTAの承認は受けている必要は無いのか。 

末吉理事）新人教育プログラムの読替は、OPTAの審議事項となっている為、今回承認が

得られれば実行可能である。 

池城会長）後援依頼には専門・認定領域の件も記載されている為、会員への周知の際に

は JPTAの決定後、チラシ等への明記をして欲しい旨伝達するように。 

審議結果 
・全会一致で承認された。 

担当局：教育学術局 末吉恒一郎 

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 

 


