
令和 2 年度 第 2 回理事会 

 

日 時：令和 2 年 10 月 22 日(木) 19：00～ 

場 所：Web（Zoom） 

出席者：坂本，片岡，矢野，渋谷，本田，田中陽，新貝，大賀，雄鹿，小路永，吉岡，松崎，中川，

吉野，竹内，上村 

欠席者：池山，沖田，池田，松本，田中貴，原田，川副，古川，中野，松木，松尾，大石，平瀬，中

村，濱本，坂井，城谷，沼田 

※敬称略 

 

議 題： 

1．令和 2 年度前期事業報告・後期事業計画 

1）事務局： 

・会員動向の把握(正会員 633 名，準会員 74 名，合計 707 名) 

・各期代表者に名簿送付済み．10 月末確認期限 

・今年度の総会と卒後セミナーはオンライン（Zoom）で開催予定．運営費用は 2,700 円（税別） 

×10 ライセンス＝27,000 円（税別） 

  ・参加費は例年通り，会員：2,000 円，準会員：無料，会員外：3,000 円を予定 

・参加費の納入はゆうちょ銀行に口座を新設し，振り込みにて実施予定 

・卒後セミナー案内発送時の出欠確認用はがきにメールアドレスを必ず記載していただくよう

周知し，参加費の納入が確認できた会員へメールにて Zoomの URL を通知予定 

（メールアドレスを所有していない会員には郵送にて URL を通知予定） 

 

 

2）学術部：令和 2 年度卒後セミナー 

 ・今年度の卒後セミナーは「理学療法の効果を高めるリハビリテーション栄養（仮）」をテーマ

に企画 

 ・講師には高畠英昭先生（長崎大学病院：医師），西岡心大先生（長崎リハビリテーション病院：

栄養士），福島卓矢先生（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院：理学療法士）の

3 名を予定しており，既に内諾を得ている 

 ・長崎リハビリテーション病院の理学療法士の先生でシンポジストを引き受けていただけそう

な方がいないかリストアップ 

 ・開催候補日は 2/20，2/27，3/6 で検討 

 

 

3）厚生部：令和 2 年度懇親会 

・対面形式での開催は困難であると思われ，オンラインで可能な企画を検討 

 

 

4）広報部 

①ニュース担当：同門会ニュース第 24 号の発行 

・巻頭言：坂本淳哉会長 

・特別寄稿：宮崎陽子先生 



 

②マルチメディア担当：同門会ホームページの管理･運営及びコンテンツの更新等 

・Facebook は理事会議事録などを HP へアップした後のアナウンスに活用 

 

 

5）機関誌編集部：理学療法探求第 23 巻の発行 

・下記の 3 名に執筆依頼中 

① 聖隷三方原病院 町口 輝先生（保 7 期） 

② 霧が丘つだ病院 森 駿一郎先生（保 8 期） 

③ 長崎大学病院  竹内 里奈先生（保 14 期） 

 

 

2．令和 2 年度会計報告

令和 2 年 10 月 20 日現在 

＜一般会計＞ 

【収入の部】 

同門会費       60,000（2 名分） 

利息             6  

合計            60,006 

※新入生の会費は 11 名分納入済み 

 

【支出の部】 

通信運搬費         4,620 

消耗品                125,556  

合計         130,176 

総残高       1,374,304 

 

 

＜特別会計＞ 

【収入の部】 

合計         10（利息） 

【支出の部】 

合計             0 

総残高    2,305,473 

 

 

 

 

 

 

3．その他 

・保健学科への寄付金について：金額，用途，頻度など 

→小路永先生（会計）を中心に現状でどの程度の金額をどれくらいの頻度で寄付可能か再度検討 

  



令和 2 年度 執行部・理事・各期代表者 

 

役 名前 所属 卒業期

会長（理事） 坂本　淳哉 長崎大学生命医科学域・保健学系 16期

副会長（理事） 片岡　英樹 長崎記念病院 14期
　

監事 田中　貴子 長崎大学生命医科学域・保健学系 5期
監事 平瀬　達哉 長崎大学生命医科学域・保健学系 13期

会計（理事） 小路永　知寿 長崎原爆病院 保8期
書記（理事） 渋谷　美帆子 長崎記念病院 保4期
書記（理事） 吉野　友恵 田上病院 保12期
事務局長 大賀　智史 長崎原爆病院 保6期
学術部長 本田　祐一郎 長崎大学生命医科学域・保健学系 保4期
厚生部長  矢野　雄大 長崎大学病院 保3期
広報部長 田中　陽理 長崎記念病院 保5期

機関紙編集部長 新貝　和也 井上病院 保5期

卒業期 氏名 所属 担当

1期 池山　睦子 光晴会病院

2期 沖田　実 長崎大学生命医科学域・保健学系
3期 池田　章子 重工記念長崎病院
4期 松本　真一郎 徳洲会病院
5期 田中　貴子 長崎大学生命医科学域・保健学系 監事
6期 原田　直樹 長崎北病院
7期 川副　巧成 クローバー
8期 古川　裕 上戸町病院 　　
9期 中野　治郎 関西医科大学
10期 松木　八重
11期 松尾　亜弓
12期 大石　麻衣子
13期 平瀬　達哉 長崎大学生命医科学域・保健学系 監事
14期 片岡　英樹 長崎記念病院 理事・副会長
15期 中村　眞須美 重工記念長崎病院
16期 坂本　淳哉 長崎大学生命医科学域・保健学系 理事・会長
17期 濱本　寿治 百合野病院
保1期 坂井　孝之 道ノ尾病院
保2期 城谷　武明 三原台病院
保3期  矢野　雄大 長崎大学病院 理事・厚生部長
保4期 渋谷　美帆子 長崎記念病院 理事・書記
保5期 田中　陽理 長崎記念病院 理事
保6期 大賀　智史 長崎原爆病院 理事・事務局長
保7期 雄鹿　彩佳 長崎諫早原爆病院 理事
保8期 小路永　知寿 長崎原爆病院 理事・会計
保9期 吉岡　元 長寿苑
保10期 松崎　敏朗 長崎原爆病院 理事
保11期 中川　晃一 長崎記念病院
保12期 吉野　友恵 田上病院 理事・書記
保13期 沼田　未来 井上病院
保14期 竹内　里奈 長崎大学病院
保15期 上村　心 みなとメディカルセンター

執行部

各期代表


