
平成 30 年度 第 9 回 理事会議事録 

日  時：平成 30年 12月 12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、立津統、城間定治、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、照屋一樹、当眞祐二 

監 事：仲西孝之 

欠 席：小嶺衛（理事）、村井直人（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 JPTA主催 臨床実習指導者中央講習会の参加者選定について 

・第 3号議案 米国のウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法講習会への名称後援について…【資料１】 

・第 4号議案 ホームページリニューアル業者契約について 

［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 

・H30.11/1～11/30までの受付・発行文書 …【収受・発行文書(原本)ﾌｧｲﾙ】  

・H30.11/1～11/30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  30年 12月 12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 2件  承認：2件、 否認：0件 

【会員動向】平成 30年 11月 30日現在 ※連絡不能者含む 

在会会員数：1,539名、施設所属会員数：1,381名、自宅会員数 158名 

休会：165名 

会員所属施設数：266施設 

 

【期間会員動向】平成 30年 11月 1日～平成 30年 11月 30日 

※当協会入力状況から検索 

異動：13名（県内：10名 転入：3名 転出：0名 再申請：0名 否認 0名） 

休会：2名※休会継続含む  

退会：2名  

復会：0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 

全会一致で可決 

担当局：事務局 担当部： 

備 考 
 

 

第 2号議案      JPTA主催 臨床実習指導者中央講習会の参加者選定について  

提出日：平成 30年 12月 12日 提出者：当眞祐二 末吉恒一郎  

担当局：教育学術局 担当部：教育支援部 

議案主題 JPTA主催 臨床実習指導者中央講習会の参加者選定について 

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 

①領域選定基準の可否について 

②受講者選定基準の可否について 

 

【開催要項】 

・2018年度（2019年1月～3月）5回開催 定員413人 

・都道府県ごとの養成校定員に応じた参加者数を指定 

・1回あたり90人程度 開催地 全国各地で開催予定 

・参加費無料 旅費協会負担 

・沖縄県士会の参加者数は10名と指定。  

・中央講習会受講者は士会にて開催される講習会講師となる。 

【日程・会場】 



2月 16日（土）～17日（日）福岡国際医療福祉学院（福岡県福岡市） 

3月 2日（土）～3日（日）森ノ宮医療学園専門学校アネックス校舎（大阪府大阪市） 

3月 16日（土）～17日（日）首都大学東京（東京都荒川区） 

3月 23日（土）～24日（日）兵庫医療大学（兵庫県神戸市） 

3月 30日（土）～31日（日）札幌医療リハビリ専門学校（北海道札幌市） 

※2019年 4～8月にかけて追加講習を 5～6回開催予定、開催期日、会場は現在調整中 

【領域選定基準】以下の２案を検討した。 

1 案：養成校、実習指導施設、士会から選出する（養成校 3 校から各 1 名、実習受入

施設各支部から各 1名、士会 2名）※離島支部は要確認 

2案：各支部から選出する（中部・南部各 3名、北部 2名、宮古・八重山各 1名） 

【受講者選定基準】 

・教育管理の専門/認定理学療法士取得者 

・管理職研修会（初級）修了者 

・臨床経験 10年以上の者 

・理事会から推薦する者 

・いずれかに準じる経験を有する者 

 

当眞理事）領域選定基準及び受講者選定基準について説明する。 

池城会長）9 月に開催された組織運営会議の中でも議題となっていた。沖縄県からは

13 名の枠が提示されている。又、JPTA からは養成校の教員に関しては JPTA負担とし

ないことを養成校の協会へ提案しているとの説明があった。 

久高理事）今回の中央研修会受講に関して、会場はどこへ行っても良いのか。又は沖

縄県は福岡会場のみでの受講となるのか。 

当眞理事）会場は福岡以外でも受講できるが、それぞれに制限が設けられている。次

年度の前半にも開催予定であるとのことなので、計画的に派遣していきたい。 

又、中央講習会へ協会の代表として立津副会長へ参加していただきたく、教育学術局

として後日提案する予定である。 

南部理事）今後、当協会会員へ伝達（教育）していくに当たり、5 年目以上の会員数

を確認して何回位開催すればよいのかを把握する必要がある。更に養成校を会場とし

て提供いただくことを検討してもらいたいが、その為にも養成校の教員を中心に派遣

者を選定してはどうか。現時点では未確定の部分が多く、選定の条件を絞り込むのが

難しい状況ではないか。 

池城会長）JPTAの選定基準に基づいてそれぞれの支部で割り当てをしてはどうか。そ

の為にも立津副会長を統括としてはいかがか。 

立津副会長）各施設がどれ位の数の実習生を受けているのかで、今後 2 年間で何回講

習会を開催していくのか考える必要がある。 

池城会長）今回派遣する会員以外に、第 2・第 3の候補を考えていく必要もある。 

当眞理事）中・南部は会員数が多いため、計画案より更に 3 名の人数を増員して派遣

することを検討している。 

久高理事）今回の臨床実習指導者は、養成校の長期講習を受講している方はそのまま

資格を取得できることになっている。また、研修会の開催は養成校で引受ける予定に

なっている。 

城間事務局長）今研修会は、中央研修会へ参加した方が県内の講習会を行うことにな

っている。その為、統括的な方を理事会より選出していただきたい。 



末吉局長）沖縄県では 3 校目の養成校ができることになっており、そのことについて

JPTA へ確認を行った。その回答は、「全国で同じ様な問合せがあり、各県からの派遣

者は、現在ある養成校の在校生で勘案して算出している」とのことであった。また、

沖縄県では離島会員も居り、各離島でも 5 施設ずつ実習の受入れをおこなっている。

その為、離島支部からも派遣者を選定して欲しい。その派遣者で今後離島支部内でも

講習会を実施したい。 

審議結果 

①領域選定基準の可否について 

全会一致で可決 

②受講者選定基準の可否について 

全会一致で可決 

担当局：教育学術局  

備 考  

 

第 3号議案    米国のウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法講習会への名称後援について 

提出日：平成 30年 12月 12日 提出者：上間 聖子 

担当局：  担当部：総務部 

議案主題 
米国のウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法講習会への名称後援について 

【資料1】 

議案内容 

及び 

提出理由 

日本理学療法男女医学会より「米国のウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法講習

会」への名称後援について依頼があります。（別紙資料参照） 

名称後援の可否についてご審議をお願い致します。 

審議内容 

①名称後援の可否について 

上間）『日本理学療法男女医学会』について（団体確認内容）説明する 

今回、名義後援依頼があります『日本理学療法男女医学会』について調べるため、 

HPを確認致しました。関連学会として JPTAがありましたので、問合わせてみました。 

JPTAの回答としては、直接日本理学療法男女医学会と関連は無く、おそらく会員が所

属している為にそう名乗っているのではないかとのことでした。 

また、代表者名前の確認があり、同団体より今年度 JPTAへも 11月に行った研修会

の名義後援依頼があったようです。 

その際に研修会内容を確認したところ、米国では行える療法ではあるが、日本国内で

は PT が行うことが出来ない内容の手技が含まれており、『日本理学療法士学会ウィメ

ンズヘルス・メンズヘルス理学療法部門』に諮ったところ、後援には不適切としてお

断りした経緯があるとのことでした。 

「今回の研修会の内容がその時と同じものであるとは言い切れませんが、研修会の内

容を十分お聞きになり、慎重にご判断いただいた方が宜しいと思います。更に、もし

内容について不安がございましたら、学会事務局へ相談いただけましたらウィメンズ

ヘルス・メンズヘルス理学療法部門でアドバイスすることもできますので、その際は

ご連絡下さい。」とのことでした。 

審議結果 

①名称後援の可否について 

全会一致で一旦保留 

研修会のプログラム内容を再度確認してから回答することとする 



担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 4号議案         ホームページリニューアル業者契約について 

提出日：平成 30年 12月 12日 提出者：城間定治・神谷喜一 

担当局：事務局 担当部：情報システム部 

議案主題 
ホームページリニューアル業者契約について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 ホームページの経年に伴い、システムの更新を機に全面改修による業務効率化を提

案する。この全面改修に関しては情報システムにおける進歩を勘案し、進めることを

前提とするほかに、当協会の独自性等も配慮し、業者選定を随意契約としている。 

 定款第 4 条第 4 項、理学療法に関する会誌その他の刊行物の発行及び調査研究に寄

与する事業に基づく。 

審議内容 

[事業名] 

ホームページリニューアル事業 

[委託業者]合同会社 Medimarl 代表社員 比嘉俊文 

[委託費用] 750,000円 

[委託内容] HP制作・管理・運営 

[HPコンセプト] 

１．「会員向けに研修事業の運営を重視したホームページ」 

２．「一般の方の声に応えられるホームページ」 

①研修参加者を増やす。②専門・認定理学療法士を増やす。③組織率を向上させる。 

詳細は契約書（案）及び実施要項・仕様書を参照。 

（随意契約の理由） 

 本事業は沖縄県理学療法士協会ホームページ作成という特定情報の伝達・共有・提

供に関する事業であり、専門知識や最新情報の取り扱いに精通した者への委託が成果

を期待できる。今回、指定業者である「合同会社 Medimarl 代表社員 比嘉俊文」は

理学療法士であり、当協会の会員であることから上記要件を満たし、円滑な事業の執

行が期待されるため随意契約する。 

 

検討 1：委託の可否 

城間事務局長）10 年前より HP についてリニューアルを図ってきたが、事務局として

は今回更にリニューアルを実施して HP機能の向上を図りたい。また、その為の事業者

として「合同会社 Medimarl」を指定したい。 

山城理事）企業として脆弱ではないか。 

照屋理事）企業のリンクを貼ったりすると、偏って見えたりするのではないか。又、

Medimarl の HP を見ると事業コンテンツとして持っているように見えるが、OPTAと区

別できるのかが心配である。 

池城会長）今回「合同会社 Medimarl」を選んだのは、代表者及び作成者が PT という

こともあり、協会側の意図が伝わりやすいことがあるとかんがえた。又、現在の HP

管理は事務局の負担が大きく、それを減らすことが出来るのではないかと考えている。 

山城理事）この会社は規模が小さいが、存続可能な会社なのか。 

城間事務局長）会社の状況に懸念があるとのことなので、全部証明書を提出してもら



うこととする。又、倒産したとしても HP製作が終了した後は保守管理のみなので、別

に引継ぎはできると考える。 

委託金額の 75万円が妥当かどうかであるが、現在の管理にかかる人件費、手間を考え

ると妥当ではないか。 

照屋理事）保守管理費が月 8,000円とすると年間約 10万円となるが、これは妥当なの

か。行政の実績もありレスポンスも早い別事業者もあると思うが。そのことは比較検

討してみたのか。 

城間事務局長）他事業者（丸正印刷）等も見積を依頼したが、作成費 86万円との見積

額であり、作成の内容から見て Medimarlで契約を進めたい。また、保守管理に関して

も、安定活用ができる様々なサポートを行うことが条件になっていることから、妥当

な金額であると考える。 

 

検討 2：担当者の決定 

※作成期間に指定業者とのコンテンツ等の具体的調整機関の発足をしたい。各部局か

らの推薦を募る。 

城間事務局長）今回 HPをリニューアルするにあたり、現在の問題点などを解消する為

に各局から要望を出していただきたい。そのことで、HPに様々な機能を付けてもらい、

割安な契約となることも期待できる。 

池城会長）今回は事務局案で進めていただき、各局とも要望をどんどん出してより良

いものを作成してもらうこととしたい。 

審議結果 

検討 1：委託の可否 

一部条件付きで可決 

「合同会社 Medimarl」に全部証明書を提出してもらい、確認後契約を行う。 

検討 2：担当者の決定 

事務局でリニューアルの手続きを進めていくことに全会一致で承認 

担当局：事務局 担当部：総務部 

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  仲西  孝之 

 


