
令和 2年度 第 3回理事会 

 

日 時：令和 2年 2月 18日(木) 19：00～20：50 

場 所：オンライン（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，中川，吉野，竹内 

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，吉岡，松崎，沼田，上村 

※敬称略 

 

議 題： 

1．令和 2年度後期事業報告 

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） 

・理事会の開催：第 3回理事会の開催（令和 3年 2月 18日） 

・後期事業報告，総会・卒後セミナーについて，令和 3年度事業計画 等 

  令和 2年度総会の開催：令和 3年 3月 20日 

  令和 3年 2月 18日現在： 

総会出席 46名（会場 28名，オンライン 18名），委任状 314枚，合計 360名 

     

    【総会役員候補者】議長：川嵜真理子先生（保 8期） 副議長：佐々木遼先生（保 10期） 

             議事録署名人：梶原康宏先生（保 12期） 

  書記：上村心先生（保 15期），友田亮平先生（保 15期） 

  ・その他：セミナー等案内発送作業（令和 2年 12月 18日），監査（令和 3年 3月 5日） 

   

＜総会の開催方法＞ 

   ・オンライン参加者に対しては定点カメラの映像を配信（発言者はカメラ前へ移動） 

   ・集音機能の高い専用マイクの準備が必要 

    ➡学務課から調達 

   ・会場内から質問が出た場合はどうするか？ 

➡質問者が定点カメラ前へ移動すると時間がかかるため質問者にカメラを向ける 

   ・ビデオカメラを併用してはどうか？ 

➡カメラの画素数が高くなるため通信速度が遅くなる可能性あり 

  ※実際に 3月初旬に予行練習を行って検討 

 

 

 2）学術部：令和 2年度卒後セミナー 

   参加予定者：会員 84名，準会員 8名（会場 30名，オンライン 62名），合計 92名 

※現状では非会員の参加者は 0名．参加方法や参加費の振り込み方法等も含めて県士会へ再度ア

ナウンスを行う 

※オンラインのみの開催となった場合，対面で参加予定であった参加者の参加費の振り込み期限

をいつに設定するか 

 

 



＜卒後セミナー開催方法＞ 

・会場参加者：講師 PCをプロジェクターに投影，オンライン参加者：Zoomにて画面共有 

・講師とオンライン参加者のディスカッションはどのようにおこなうか？ 

・カメラや音響（音量やハウリングなど）の問題 

※実際に 3月初旬に予行練習を行って検討 

 

 

 3）厚生部：令和 2年度懇親会は中止 

※昼食を含む講師接待に関しては新型コロナウイルス感染症の拡大状況で検討．可能な場合は講

師と執行部にて最小限で行う 

 

 

 4）広報部： 

  ①ニュース担当：同門会ニュースの更新 

   ・巻頭言：坂本淳哉会長 

   ・特別寄稿：宮崎陽子先生（保 5期），佐々部陵先生（保 6期） 

 

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

   ・ホームページの更新継続 

   ・Facebookの運用継続 

※理学療法探求の編集後記の編集同人の項はメディカルオンラインでは掲載されないため，ホー

ムページ上に編集後記のタブを作成し，そこに編集同人を掲載（22巻以降） 

 

 

 5）機関誌編集部： 

・理学療法探求第 23巻の発刊 

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） 

※現在第 2校正まで終了 

 ※現状の投稿規定では日本語 300文字，英文 400wordと文字数に差がある点など変更の余地

あり．一度，変更案を作成し検討． 

 ※今年度の講師への総説依頼に関しては内諾済み．当日改めて学術部長が依頼． 

  

・メディカルオンラインパスワードの送付（日程は未定） 

 

 

2．令和 2年度会計報告 

 ・一般会計の支出について 

  （案）講師謝金：高畠英昭 先生  50,000（会員外の講師） 

          西岡心大 先生  50,000（会員外の講師） 

          福島卓矢 先生   5,000（会員の話題提供者） 

       司会：坂本淳哉 先生   5,000（会員の司会） 



          片岡英樹 先生   5,000（会員の司会） 

          本田祐一郎 先生 5,000（会員の司会） 

  （概算）通信運搬費：新規パスワード発送 全て郵送：¥84×540通＝¥45,360 

                     メール込み：¥84×330通＝¥27,720 

※パスワード発送を一部メールで行う場合には，「メールで案内を送る」ことに対して事前に同

意を得る等の段取りが必要． 

 

・一般会計の収入について 

卒後セミナーの会費納入状況 

令和 3 年 2 月 16日現在：16 名分（新入生 11 名＋新入生以外 5 名）の納入（¥32,000）を確認

済み 

 

 ・令和 3年度予算案 

通信運搬費：160,000円 

（案）今後の案内・パスワード発送をメールに変更 

今年度のメールアドレス記入状況：約 210名（推定）※アドレスの文字が曖昧なものあり 

 

＜メールでの発送によって削減できる金額＞ 

（概算）¥84×210×年 2回＝¥35,280 

  ※メールでの発送は同意を得てから開始． 

 

  



3．令和 3年度事業計画 

 1）事務局：会員動向の把握，理事会の開催，総会の開催 

       保健学科 20期生，院生 16期生への入会斡旋：案内パンフレットの作成等 

 

 2）学術部：令和 3年度卒後セミナーの開催 

 

 3）厚生部：同門会卒後セミナー後の懇親会の開催 

 

 4）広報部： 

  ①ニュース担当：同門会ニュースをホームページで更新 

  ②マルチメディア担当： 

 

 5）機関誌編集部：理学療法探求第 23巻の発行 

 

 

4．令和 3年度予算案：別紙資料参照 

 

 

5．その他 

 1）各期代表交代 

医短 9期：中野治郎先生➡鹿谷洋志先生 

 

 2）役員交代 

   事務局長：大賀智史（保 6期）➡小路永知寿先生（保 8期） 

   会計：小路永知寿先生（保 8期）➡松崎敏朗先生（保 10期） 

 

 3）保健学科への寄付金について 

（案）パスワードの発送をメールで行って削減される通信運搬費を寄付金へまわす 

 （案）会議室使用料と卒後セミナー会場費を捻出し寄付金へまわす 

  ※どの程度の金額を寄付するか，毎年寄付するか数年分まとめて寄付するかなど検討が必要 

  ※寄付金の使用用途に関しても検討が必要 

   例）学内設備の拡充，困窮学生への援助（3万円／人×10人＝30万）など 

  ※今年度の最終決算を踏まえて再度検討 

 

  



 

 

  

令和2年度会計報告および令和3年度予算案　（R3.02.18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 540,000 473,000 会員16名 印刷代 150,000 17,600

メディカルオンライン 7,785 消耗品 13,500 15,325

医学中央雑誌 0 通信運搬費 122,000 98,040

会員 84 講師謝金 80,000 0

非会員 0 旅費交通費 90,000 0

準会員5 施設使用料 0 0

預金利息 6 食料費 14,000 0

特別会計からの繰越金 0 0 雑費 15,000 380

総合計 690,000 512,791 報償費 66,500 48,000

設備費 139,000 134,234

【収支】 特別会計への繰越金 0 0

項目 予算 総合計 690,000 313,579

前年度残高 1,171,937 1,171,937

今年度収入 690,000 512,791

今年度支出 690,000 313,579

収支 0 199,212

総残高 1,171,937 1,371,149

【収入の部】 【支出の部】
項目 予算 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 0 0

預金利息 10 総合計 0 0

その他 0

総合計 0 10

【収支】
項目 予算
前年度残高 2,305,463 2,305,463

今年度収入 0 10

今年度支出 0 0

収支 0 10

総残高 2,305,463 2,305,473

【収入の部】 【支出の部】
項目 予算案 備考 項目 予算案

同門会費 540,000 会員18名分 印刷代 150,000

卒後セミナー参加費 150,000 消耗品 13,500

総合計 690,000 通信運搬費 160,000

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 1,371,149 雑費 15,000

今年度収入 690,000 報償費 66,500

今年度支出 690,000 設備費 25,000

収支 0 特別会計への繰越金 50,000

総残高 1,371,149 総合計 690,000

【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 50,000 一般会計への繰越金 0

総合計 50,000 総合計 0

【収支】
項目

前年度残高 2,305,473

今年度収入 50,000

今年度支出 0

収支 50,000

総残高 2,355,473

卒後セミナー参加費   150,000 32,000
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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


