
令和 4年度 第 1回理事会議事録 

 

日 時：令和 4年 5月 12日(木) 19：00～20：00 

場 所：Web（Zoom） 

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

竹内，上村，藤原，前田 

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

中村，濱本，坂井，城谷，新貝，大賀，沼田 

※敬称略 

 

議 題： 

1．令和 4年度前期事業計画 

1）事務局： 

① 会員動向の把握(正会員 670  名，準会員 79 名，合計 749 名) 

正会員（ 670 名） 

1 期 17 名，2 期 14 名，3 期 22 名，4 期 21 名，5 期 17 名，6 期 22 名，7 期 17 名，8 期 20

名，9 期 21 名，10 期 21 名，11 期 16 名，12 期 20 名，13 期 20 名，14 期 20 名，15 期 16

名，16期 22名，17期 19名（医療短大：325名） 

保 1期 18 名，保 2期 21名，保 3期 21 名，保 4期 20 名，保 5期 18名，保 6期 18 名，保

7期 21名，保 8期 20名，保 9期 15名，保 10期 18名，保 11期 18名，保 12期 19名，保

13期 16名，保 14期 14名，保 15期 18名，保 16期 20 名，保 17期（ 16 名） （保健学

科：  311 名） 

院生１期 5 名，院生 2 期 8 名，院生 3 期 1 名，院生 4 期 2 名，院生 5 期 4 名，院生 6 期 1

名，院生 7 期 5 名，院生 8 期 2 名，院生 9 期 0 名，院生 10 期１名，院生 11 期 1 名，院生

12期 3名，院生 13期 1名，院生 14期（ 0 名）（院生： 34 名） 

準会員（ 79 名） 

保 18期 13 名，保 19期 23 名，保 20期 18 名、保 21期（  18 名） 

院生 15期  4  名，院生 16期（   0  名） 

 

 

② 理事会・総会の開催 

令和 3年度総会・・・出席者 45 名、委任状 337 名  計 382名 （全会員総数 728名） 

 

【出欠返答率】 

     R2年度 郵送＋手渡し＝635部 

          返答数：373部（会場参加 31＋オンライン参加 17＋委任状 325） 

                   →返答率：58.7% 

     R3年度 メール案内 376通 →返答数 254通 返答率 67.6% 

          郵送＋手渡し＝286部 →返答数 132部 返答率 46.2% 

          →返答率（合計）：59.2% 

      

  〇メール移行前・移行後で返答率を比較すると、最終的な返答率に大きな差はなかった

ものの、R3年度は 2度のアナウンスを行っており、その影響もあるか。 



→今後、返答率を上げる工夫が必要となる。 

（各期代表が呼びかける，必ず返答してもらうように強く促す，同門会で LINEグルー 

プを作成し案内を行う，Facebookに出欠確認用の Googleフォームを掲載する，など） 

・若手はメールや LINEのほうが返信しやすいという意見が挙がった。 

・広報部で LINE のオフィシャルアカウントを作成して、事務局から通知する方法をとる。 

→各部局の部員を決めて、HPに掲載し、報償費を支払う。 

→報償費の支払い方法については検討が必要である。（PayPay，銀行振り込み，など） 

 

2）学術部：令和 4年度卒後セミナーの開催 

令和 3年度卒後セミナー・・・参加者 103 名 

   →目標の 100名は達成した。 

    他の学会などと日程が重ならないように調整する 

 

3）厚生部：令和 4年度懇親会の開催 

   →コロナの感染状況をみながら開催を検討する。 

 

4）広報部 

① ニュース担当：同門会ニュース第 26号の発行 

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 

→新入生に対する広報用に YouTubeを作成した。 

 

 

 

5）機関誌編集部：理学療法探求第 25巻の発行 

 →R3年度卒後セミナーの講師に、原稿作成を依頼している。 

 

 

2．令和 4年度会計報告 

 

令和 4年 5月 11日現在 

＜一般会計＞ 

【収入の部】 

同門会費         210,000（7名分） 

合計           210,000 

【支出の部】 

印刷代       17600 

通信運搬費        2520 

雑費           55 

合計           20175 

 

総残高    1,291,176 

 

 

 

＜特別会計＞ 

【収入の部】 

合計          0 

【支出の部】 

合計             0 

 

総残高    2,255,493 

 

 

 

 



→Zoomの使用料などが発生し、設備費が超過している。今後も必要な費用と考えられる 

→入学記念品の USBの残りは 20個。新たに注文する必要がある。 

→令和 3年度の新入生からの振り込みは 4名であった。再度声掛けを行う。 

→院生への入会案内を行う。 

 

 

3．その他 

【今後のセミナー参加費納入方法について】 

○Paypal 

⚫ オンライン決済サービス 

「Paypal決済では購入者が利用するクレジットカード会社と購入先の間に Paypalが入る」 

⚫ 利用できる決済方法 

・クレジットカード 

・デビットカード 

・銀行口座 

⚫ 利用料金・手数料 

・初期費用、月額費用無料 

・3.6%+40円 

・1件あたりの取引が少額の場合:5%+7円  （1件につき 100円くらい？） 

・振り込まれた金額を銀行口座へ引き出す場合：1回につき 250円 

＊50000円以上の場合は無料 

⚫ 大手決済サイト・セキュリティはしっかりしているよう 

 

○Peatix 

イベント集客サービス 

⚫ 利用できる決済方法 

・クレジットカード  

・オンライン決済サービス 

・コンビニ決済 

・銀行決済 

⚫ 利用料金・手数料 

・4.9％+99円 

・初期費用、月額費用無料 

⚫ 「プライバシーマーク」使用の許諾事業者として認定 

→Paypalは集金のみ行う。セキュリティは高い。 

Peatixは集金に加えてイベントの案内を掲載できる。 

会計担当が管理しやすいもの、参加者が支払いやすいものを選択する。次回の理事会で再検討。 

PayPayはクレジットカードの作成が必要なため、不向きか。 



 

令和3年度会計報告および令和4年度予算案　（R4.4.1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 540,000 204,000 会員7名 印刷代 150,000 110,000

メディカルオンライン 7,528 消耗品 13,500 12,702

医学中央雑誌 3,960 通信運搬費 160,000 70,590

会員 103 講師謝金 80,000 80,000

非会員 6 旅費交通費 100,000 0

準会員 3 施設使用料 0 0

預金利息 11 食料費 30,000 0
特別会計からの繰越金 0 雑費 15,000 7,257

総合計 690,000 439,499 報償費 66,500 70,500

設備費 25,000 38,148

【収支】 特別会計への繰越金 50,000 0

項目 予算 寄附金 0 150,000

前年度残高 1,206,104 1,206,104 総合計 690,000 539,197

今年度収入 690,000 439,499

今年度支出 690,000 539,197

収支 0 -99,698

総残高 1,206,104 1,106,406

【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 30 寄附金 0 50,000

その他 0 総合計 0 50,000

総合計 0 30

【収支】
項目 予算

前年度残高 2,305,463 2,305,463

今年度収入 0 30

今年度支出 0 50,000

収支 0 -49,970

総残高 2,305,463 2,255,493

【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 110,000

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 1,106,406 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 100,000

総残高 1,106,406 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 100,000 一般会計への繰越金 0

総合計 100,000 総合計 0

【収支】
項目

前年度残高 2,255,493

今年度収入 100,000

今年度支出 0

収支 100,000

総残高 2,355,493

卒後セミナー参加費   150,000 224,000
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令和 4年度 執行部・理事・各期代表者 

 

 

役 氏名 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） 松﨑　敏朗 長崎原爆病院 保10期
書記（理事） 渋谷　美帆子 長崎記念病院 保4期
書記（理事） 吉岡　元 長寿苑 保9期
事務局長 小路永　知寿 長崎原爆病院 保8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

機関誌編集部長 渡部翼 長崎大学病院 保12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 鹿谷　洋志 重工記念長崎病院
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・広報部長
保6期 大賀　智史 神戸学院大学　総合リハビリテーション学部　 理事
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・事務局長
保9期 吉岡　元 長寿苑 理事・書記
保10期 松崎　敏朗 長崎原爆病院 理事・会計
保11期 中川　晃一 長崎記念病院
保12期 渡部翼 長崎大学病院 機関誌編集部長
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
保16期 藤原　優大 長崎大学病院
保17期 前田 俊輔 長崎大学大学院医歯薬総合研究科

執行部

各期代表


