
平成 29年度長崎大学理学療法学同門会総会議事録 

 

日 時：平成 30年 2月 10日 15:20～ 

場 所：ザ・ホテル長崎 プレミアホール 

総会役員：議 長 池田 章子 氏（医短 3期） 

  副議長 永瀬 慎介 氏（医短 16期） 

  書 記 徳永 通子 氏（保 4期）、久保 希世子 氏（保 7期） 

  議事録署名人 福島 卓矢 氏（保 5期） 

 

1. 定数確認 

出席者 55名、委任状 352名、計 407名の出席が得られ、全会員総数 656名の過半数を超

えており、会則 18条により総会の開催は成立した。 

 

2. 会長挨拶 

 

3. 議長団の選出 

議長団の立候補ならびに推薦はなく執行部に一任され、上記の総会役員が選出された。 

 

4. 平成 29年度事業報告 

1） 事務局(局長：片岡 英樹)： 

① 会員動向の把握(正会員 580名、準会員 76名、合計 656名) 

② 理事会の開催： 

第 1回 (平成 29年 4月 21日)：総会報告，本年度事業計画等について 

第 2回 (平成 29年 9月 14日)：前期事業報告，後期事業計画，卒後セミナー等について 

第 3 回 (平成 30 年 1月 16 日)：後期事業報告，平成 30 年度事業計画，役員改選について

総会の開催：平成 30 年 2 月 10 日 

① 保健学科 16 期生・院生 12 期生への入会案内及びパンフレットの作成 

② その他：セミナー等案内発送作業(平成 29 年 10 月 13 日)，監査(平成 30 年 2 月 6 日) 

2） 学術部(部長：坂本 淳哉)：平成 29年度理学療法学同門会卒後セミナー（長崎大学理学療法

学同門会設立 20周年記念講演会）の開催 (平成 30年 2月 10日) 

＊部長欠席のため、事務局が代理で報告 

3） 厚生部(部長：濱上 陽平)：平成 29 年度理学療法学同門会懇親会（長崎大学理学療法学同門

会設立 20 周年記念レセプション）の開催 (平成 30 年 2 月 10 日) 

4） 広報部(部長：井上 恒平)： 

① 同門会ニュース第 21号発行 

② 同門会ホームページ(http//www.doumonkai.org)の管理・運営及びコンテンツ更新等 

＊部長欠席のため、部員が代理で報告 

 

5） 機関誌編集部(部長：本田 祐一郎)： 

理学療法探求第 20巻発行 

  

上記の報告について特に異論なく承認された。 

 



5. 平成 29年度会計報告 (会計：渋谷 美帆子) 

 別紙（平成 29年度会計報告および平成 30年度予算案）参照 

⚫ 一般会計：収入については、同門会費の納入（保健学科 16期生 18名、その他 4名）とメデ

ィカルオンラインからの入金、特別会計から同門会設立 20 周年記念行事の費用として

500,000円の繰越金があったことが報告された。支出については、ホームページ作成用ソフ

トを購入したため設備費が超過していることが報告された。 

⚫ 特別会計：本年度の収入としては預金利息のみであったこと、支出としては同門会設立 20

周年記念行事の費用として一般会計へ 500,000円が繰り越されたことが報告された。 

 

上記の一般会計・特別会計の報告について特に異論なく承認された。 

 

6. 監査報告 (監事：川副 巧成) 

監査は平成 30 年 2 月 6 日、午後 19 時 30分より長崎大学医学部保健学科において会長、会計、

監事 2名（田中 貴子 氏、川副 巧成 氏）の出席により開催した。 

⚫ 監査方法： 

① 帳票ならびに関係書類を閲覧し、計算書類の正確性を確認した。 

② 各種帳票より業務執行の妥当性を確認した。 

⚫ 監査結果： 

① 帳票その他は正しく整備されており、計算書類は会の収支状況および財産状態を正しく示し

ているものと認められた。 

② 業務執行状況は適切と認められた。 

⚫ その他： 

 今後の同門会事業のさらなる発展に向けて、計画的かつ安定的な収支状況となるよう、会

の運営の仕組みづくりに尽力すするように指導された。その他、上記の監査報告について特

に異論なく承認された。 

 

7. 平成 30年度事業計画 

1） 事務局(局長：片岡 英樹)： 

① 会員動向の把握 

② 理事会の開催 

③ 総会の開催 

④ 保健学科 17期生・院生 13期生への入会案内業務(パンフレット作成等) 

2） 学術部(部長：坂本 淳哉)：平成 30 年度理学療法学同門会卒後セミナーの開催 

＊部長欠席のため、事務局が代理で報告 

3） 厚生部(部長：濱上 陽平)：平成 30 年度理学療法学同門会懇親会の開催 

保健学科 17 期生・院生 13 期生への入学記念品の贈呈 

4） 広報部(部員：井上 恒平) 

② 同門会ニュース第 22号の発行 

③ 同門会ホームページ(http//www.doumonkai.org)の管理・運営及びコンテンツ更新等  

＊部長欠席のため、部員が代理で報告 

5） 機関誌編集部(部長：本田 祐一郎)：理学療法探求第 21 巻の発行 

 

上記の報告について特に異論なく承認された。 



 

8. 平成 30年度予算案 

 別紙（平成 29年度会計報告および平成 30度予算案）参照 

⚫ 一般会計： 収入については、同門会費として 600,000 円、セミナー参加費として 150,000

円、計 750,000円を予定していることが報告された。支出については、例年と同様の項目に

加え、新入生への入学記念品 5年分の購入のために雑費に 100,000円を予定しており、収支

は-100,000円となることが報告された。 

⚫ 特別会計： 収入については一般会計からの繰越金の予定はなく、支出についても特に予定

がないことが報告された。 

 

上記の予算案報告を受けて、沖田 実氏（医短 2期）より印刷費・通信運搬費について、同

門会誌（理学療法探求）のペーパーレス化による削減を検討してはどうかとの意見があった。

中野会長より、この点については理事会でも検討を進めていることの返答があり、同門会誌

のペーパーレス化については次年度からも理事会での検討課題としていく旨が報告された。 

その他、上記の予算案について特に異論なく、承認された。 

 

9. その他  

⚫ 役員改選について 

1） 平成 30年度各期代表者 

医短 1期 池山 睦子 

医短 2期 沖田  実 

医短 3期 池田 章子 

医短 4期 松本 真一郎 

医短 5期 田中 貴子 

医短 6期 原田 直樹 

医短 7期 川副 巧成 

医短 8期 古川  裕 

医短 9期 中野 治郎 

医短 10期 松木 八重 

医短 11期 松尾 亜弓 

医短 12期 大石 麻衣子 

医短 13期 平瀬 達哉 

医短 14期 片岡 英樹 

医短 15期 中村 眞須美 

医短 16期 坂本 淳哉 

医短 17期 濱本 寿治 

保 1期 坂井 孝行 

保 2期 城谷 武明 

保 3期 矢野 雄大 

保 4期 渋谷 美帆子 

保 5期 田中 陽理 

保 6期 大賀 智史  

保 7期 古賀 彩佳 

保 8期 小路永 知寿  

保 9期 山下 はるか 

保 10期 松崎 敏朗 

保 11期 相良 奈都子 

保 12期 吉野 友恵 

 

2） 理事 10名の選出 

中野治郎（医短 9期） 

平瀬達哉（医短 13期） 

中村眞須美（医短 15期） 

矢野雄大（保健 3期） 

渋谷美帆子（保健 4期） 

上記の理事の選出が承認された。 

田中陽理（保健 5期） 

大賀智史（保健 6期） 

古賀 彩佳（保健 7期） 

小路永 知寿（保健 8期） 

松崎 敏朗（保健 10期） 

 

 

3） 会長の選出 

理事の中から会長を互選することとなり、理事会の協議の結果、次期会長は医短 9 期の中野

治郎氏が選出されたことが報告された。 

 

4） 副会長・書記・会計の任命 



中野会長より、副会長は医短 13期の平瀬達哉氏、書記は保健 3期の矢野雄大氏と保健 8期の

小路永知寿氏、会計は保健 4期の渋谷美帆子氏を任命したことが報告された。 

 

5） 監査の選出 

執行部より、現監査の医短 5 期の田中貴子氏と医短 7 期の川副巧成氏が推薦され、他に立候

補や推薦もなかったため、両名が次期監査として承認された。 

 

6） 次期各部局長候補 

事務局長   ：片岡英樹（医短 14期） 

厚生部長   ：大賀智史（保健 6期） 

学術部長   ：坂本淳哉（医短 16期） 

広報部長   ：井上恒平（保健 6期） 

機関誌編集部長：本田祐一郎（保健 4期） 

 

現状、上記の候補者が挙げられているが、今後理事会にて決定し HP等で公表することが報告

された。 

 

 

10. 閉会の辞 

 

（文責:片岡英樹） 

 

議事録署名人 福島 卓矢   

 

  



 

平成29年度会計報告および平成30年度予算案　（H30.2.5現在）

【収入の部】 【支出の部】
項目 予算 備考 項目 予算 備考

同門会費 600,000 655,000 会員22名 印刷代 300,000 0

メディカルオンライン 8,112 消耗品 13,500 3,807

医学中央雑誌 0 通信運搬費 120,000 92,049

講師謝金 50,000 0

旅費交通費 120,000 0

施設使用料 0 0

預金利息 7 食料費 30,000 0

特別会計からの繰越金 500,000 500,000 雑費 15,000 0

総合計 1,800,000 1,163,119 報償費 66,500 50,500

設備費 25,000 31,104

【収支】 特別会計への繰越金 0 0

項目 予算
前年度残高 1,221,707 1,221,707

今年度収入 1,800,000 1,163,119 総合計 1,800,000 275,524

今年度支出 1,800,000 275,524

収支 0 887,595

総残高 1,221,707 2,109,302

【収入の部】 【支出の部】
項目 予算 備考 項目 予算 備考

一般会計からの繰越金 0 0 一般会計への繰越金 500,000 500,000

預金利息 9 総合計 500,000 500,000

総合計 0 9

【収支】
項目 予算
前年度残高 2,200,848 2,200,848

今年度収入 0 9

今年度支出 500,000 500,000

収支 -500,000 -499,991

総残高 1,700,848 1,700,857

【収入の部】 【支出の部】
項目 予算案 項目 予算案

同門会費 600,000 印刷代 300,000

卒後セミナー参加費 150,000 消耗品 13,500

総合計 750,000 通信運搬費 120,000

講師謝金 80,000

旅費交通費 100,000

【収支】 施設使用料 0

項目 予算案 食料費 30,000

前年度残高 2,109,302 雑費 115,000 ※1

今年度収入 750,000 報償費 66,500

今年度支出 850,000 設備費 25,000

収支 -100,000 特別会計への繰越金 0

総残高 2,009,302 総合計 850,000

【収入の部】 【支出の部】
項目 予算案 備考 項目 予算案 備考

一般会計からの繰越金 0 一般会計への繰越金 0

総合計 0 総合計 0

【収支】
項目

前年度残高 1,700,857

今年度収入 0

今年度支出 0

収支 0

総残高 1,700,857

※1　入学記念品(5年分)を含む

1,060,000 98,064
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卒後セミナー参加費   700,000 0

同門会20周年記念行事
関連費用


