平成 23 年度

第 7 回沖縄県作業療法士会理事会

議事録

１．開催場所：沖縄県総合福祉センター(沖縄県那覇市首里石嶺町 4-373-1)
２．開催日時：平成 23 年 10 月 18 日(火) 19 時 00 分～
３．理事総数：9 名
４．出席理事：比嘉靖、矢野俊恵、桑江良貴、石川丈、土田真也、上江洲聖、田村浩介、波多野晶子、久貝明人
※比嘉孝子(財務部)、喜田浩司(事業部長)、神山育子(事務局員)、仲地宗幸(沖縄精神科作業療法研究
会代表)
【審議事項】
1)比嘉会長
(1)臨時総会について⇒期日・議題を以下の通り承認。
期日：平成 23 年 11 月 13 日(日) 17：05～17：35(県学会閉会式と同会場にて)
議題：1.一般社団法人移行について 2.定款変更について
2)財務部
(1)会費納入依頼の個別郵送について
⇒個人宛の郵送を財務で進める事で承認。
3) 石川理事
(1)研究会の方向性について⇒継続審議へ
これまで、研究会活動は目的や規定が不明確な中で、学術部や理事会で確認作業を行いながら開催されていた。
今回は、研究会と理事・部長間で抱える問題を踏まえる必要がある。今後より実用的な目的や規定作成していく。
≪課 題≫ ①SIG 登録後の研究会との関わり ②研究会の運営方法について
等…
⇒仲地宗幸氏(沖縄精神科作業療法研究会代表)より、現状での問題点等率直な意見を頂き以下の通り検討。
①研究会参加資格について：
「非会員」の解釈について「OT 以外の職種」ではなく「県士会未入会または会費未
納入の OT」として改めて統一。OT 以外の職種が研究会に参加してもらう事に問題は無い。
「非会員」の扱い
については継続検討。
②支援金の額：なぜ、2 万円に設定されているのか。また、各研究会に見合った額にしていいのではないか。
③責務について：3 項目の中から選択することになっているが、ハードルが高すぎるのではないか。
④県士会との関係：研究会が県士会の組織の中で活動しているのか疑問である。県士会として、どのように研
究会を位置付けているのか判断に困る。
以上の意見を踏まえ、研究会規定や募集要項を見直す。今後も研究会代表者と情報交換しながら、実用的な規定
を作成する。
(2)訪問リハビリテーション実務者研修会運営費について⇒交通費は県士会より支払うことで承認
今回 10 月 15 日(土)に訪問リハビリテーション実務者研修会が他団体合同で開催された。開催するまでに毎月、
運営委員会が開催され、会議費や旅費交通費、図書印刷費などが研究会の中で支払われている。
※地域連携リハビリテーション研究会より：
現在 OT・PT・ST 共同で「沖縄県訪問リハ研究会」として勉強会や研究活動、研修会の企画運営を行っている
(OT：「地域連携リハ研究会(学術部所属)」、PT：「訪問リハ推進部」、ST：「訪問リハビリ委員会」)。
訪問リハ研究会としての組織のあり方を見直すという趣旨で下記について確認したい。
①OT 県士会が沖縄県訪問リハビリテーション研究会に望むこと(期待すること)について。
②地域連携リハ研究会が、沖縄県訪問リハ研究会の一員として活動して行く上での良い活動方法や運営のあり方
について。
(3)九州士会長会合同研修会について⇒学術部で検討行うことで承認
開催予定日：H24.年 2 月 4 日、5 日
1 日目⇒講義(2～3 時間程度) 2 日目⇒シンポジウム(2～3 時間程度)
内 容：
『県士会活動におけるコーチングの活かし方』
現在、シンポジストを各県士会で対象者を選定中。
4)その他：被災地への支援について
内容：宮城県士会内の仮設住宅を中心に士会会員の有志による沖縄文化エイサー及び三線の歌声で元気を届けたい。
人数：20 名前後 主メンバー：仲地氏(オリブ山病院)、泰氏(北中城若松病院)、中野氏(北中城若松病院)他
日程：未定
支援希望内容：①士会員の派遣について募集の呼びかけ
②旅費予算支出 30 万程(内訳旅費一人当り 65000 円；支援金 15000 円×20 名＝30 万)
⇒支援していく事で大枠は承認。
※宮城県士会員から要望があるとの事だが、主メンバーと宮城県士会員で細かなやり取りをしていく。

【報告事項】
比嘉会長
1) 第 2 回都道府県作業療法士会連絡協議会九州支部長会議ならびに PT・OT 合同士会長会議出席について
(1) 第 2 回都道府県作業療法士会連絡協議会九州支部長会議 北九州国際会議場 H23.11.18 14:00～16:00
(2) PT・OT 合同士会長会議
北九州国際会議場 H23.11.18 16:30～18:30
⇒比嘉会長と久貝事務局長が参加予定。
2)九州精神障害者九州ソフトバレーボール大会の進捗状況について
事務局
1)会員動向について
【入会】2 名
【異動】4 名
【退会】1 名

局長：久貝明人

2)受理文書
都道府県士会ニュース(岡山、兵庫、京都、山口、神奈川、東京、奈良、山形、石川、秋田)、
他団体ニュース(沖縄県学童保育支援ｾﾝﾀｰ、沖福連、沖縄県ＰＴ士会、沖縄県介護支援専門員協会)、
学会誌・学術誌(長野県士会、奈良県士会、山形県士会、福島県士会)、
ＪＩＣＡボランティア募集に係る広報協力依頼について(沖縄国際センター)
「社団・財団法人の実務」のご案内について(政府刊行物普及協会)、行催事の結果報告について(発達支援ﾙｰﾑ 琉ｷｯｽﾞ)、
ご挨拶(理事長就任) (医療法人ノーブル)、日本高次脳機能障害学会学術総会案内状(日本高次脳機能障害学会)、
「頸髄損傷者に対するリハビリテーション研修会」開催案内(別府重度障害者センター)、
「いい歯の日」イベント開催のポスター掲示協力願い(沖縄県歯科衛生士会)、沖縄県医療推進協議会開催について
(沖縄県医師会)、健康おきなわ看護２１共催について(沖縄県看護協会)、地域活動費の振り込みについて(日本ＯＴ
協会)、定数未満の際の代議員推薦候補について(日本ＯＴ協会)、柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院・柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 創立
二十周年記念誌(柳川ﾘﾊ病院・学院)
3)九州合同学会抄録集：沖縄県士会員分到着済。県内発送方法の確認。
4)沖縄県総合福祉センター消防訓練
平成 23 年 9 月 29 日(木)10：00～

約 200 名参加

5)事務局書庫：9 月 29 日(木)購入。定価約 9 万円→4 万 3 千円×2 台＝8 万 7 千円(搬入代千円)
財務部
1)会費について
(1)会費収入 18 件 154,000 円(今年度納入率 45.3％、昨年度納入率 58％)
2)入金迷子について： 7/21(1 名：7,000 円) 9/61(1 名：7,000 円)
3)会計打ち合わせ：9/26 (月)
4)財務打ち合わせ：9/30 (金)

部長：比嘉孝子

学術部
部長：石川丈
1)研究会案内 FAX について
福祉用具支援技術研究会 FAX 送信・ホームページ掲載実施。作業行動研究会は期限外の為、自費で FAX 送信実施。
2)学術誌について
① 『沖縄県作業療法研究～第 5 号～』740 冊完成し、郵送準備を開始する。
② 学術誌複写依頼について
『ある長期精神科入院者への退院』13～14 頁、2009 年発刊
静岡県立大学付属図書館より、上記原稿複写依頼があった。PDF データをメール発送で対応済み。
⇒九州士会長会議（H23．11/19）石川が参加予定。
教育部
1)事例検討会① １０月２日（日）終了
発表６題 参加者８名
アドバイザー

部長：土田真也
矢野氏(南部病院)

和宇慶氏(沖縄リハビリテーションセンター病院)

2)県学会あるいは臨時総会時の教育部ブース設営：検討中
生涯教育手帳受講記録対応がメイン。当日の対応ができるか、調整中。その後学会側に打診予定。

3)日本作業療法士協会生涯教育制度推進担当者全体会議：１２月３日（土）
東京にて。予算は協会から。今年度、九州ブロック長の役割をもつことになった。⇒土田理事が参加予定。
4)現職者選択研修（精神障害）
：１２月４日（日）予定
会場：沖縄リハビリテーション福祉学院
現在、講師最終調整中
⇒講師確定
5)認定作業療法士取得研修（共通「研究法」）
：１月７日（土）
・８日（日）
会場：沖縄県立博物館・美術館（予約済み→現在手続き中）
沖縄では２回目のテーマ。受講者確保が課題。今後過去の名簿と基礎研修修了者のリスト整理後、個別案内の予定。
6)事例検討会② １月２２日（日）予定
⇒演題募集準備開始していく。
7)協会ポイントシールの処理：昨年度集計が遅れています。学会も近いため、集計と今年度分申請を急ぎます。
今年度からの処理は改善見込み（研究会対応がシールから証明証に変更）。
事業部
部長：喜田浩司
1)OT フェアについて：
9 月 25 日(日) サンエー西原シティにて無事終了。参加者 379 名。
ボランティアご協力いただいた方の施設からお借りした備品が故障。反省点として今後は事前に必要物品を確認し、
施設の備品については県士会から借用書を提出したほうが良い。
⇒サンエー西原シティでの OT フェアを開催して 5 年が経過。今後の OT フェアの在り方について見直しをしてもよ
いと思われる。
① 県士会としての OT フェアの目的・内容
② 一般対象者だけでなく OT 会員への周知など
広報部
1) 広報誌 10 月号について⇒10 月中に発送致します。

部長：久田直希

福利部
特になし

部長：桑江良貴

渉外部
⇒10/19「なごみ会」来年度に向けての話合い→比嘉会長参加。

部長：矢野俊恵

保険部
1)週末に上城先生と会うので、診療報酬セミナーの最終的な日程を決めます。

部長：上江洲聖

OT 学会
【審議事項】
⇒総会開始時刻
学会閉会式後

理事：矢野俊恵

【報告事項】
特になし。

17：05～17：35

