平成 24 年度

第 1 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 24 年 4 月 17 日(火) 19 時 00 分～
３．理事総数：6 名
４．出席理事：比嘉靖、石川丈、土田真也、田村浩介、波多野晶子、久貝明人
※山城峻(財務部長)、嘉数栄司(財務部員)、久田直希(広報部長)、神山育子(事務局員)、
三枝秀平(第 10 回沖縄県作業療法学会学会長)、仲地宗幸(第 10 回沖縄県作業療法学会実行委員長)
【審議事項】
1)比嘉会長
(1) 平成 24 年度新入会員オリエンテーションについて：
⇒日程：平成 24 年 7 月 7 日(土) 場所：沖縄県総合福祉センター(予定)
18：00～入会手続き
19：00～オリエンテーション
19：30～研究会紹介、新入会員歓迎会
※4 月発送の広報誌で案内を行う。
(2) 県民健康フェアの企画提出、実務担当者の選出について：
⇒事業部にて担当者を選出していく。
⇒4 月 19 日(木) 19：30～医師会館にて県民健康フェアに向けた会議が開催されるため、比嘉会長参加。
次回会議より担当者へ引き継ぎを行っていく。
(3)協会代議員総会(5/26)について：当士会からは、協会・士会の会員管理の一元化についての議題を希望。
2)石川理事
(1)新入会員オリエンテーション(新卒及び県外から異動した方を含め)について：
今年度のオリエンテーションの開催日程と対象者を確認したい。
⇒「比嘉会長(1)」参照。
3)上江洲理事
(1)5 月 19 日開催の診療報酬、介護報酬改定セミナーの時間、場所、講師旅費について：
4)事務局(久貝事務局長)
【入会：2 名】【退会：10 名】⇒承認
その他)学会運営について
(1)日程：平成 24 年 9 月 22 日(土)、23 日(日)
内容：22 日：(AM) 特別企画（OT、当事者が作業療法を通しての経験などを話しあう。5 組程度の募集を検討）
ランチョンセミナー（short Movie コンテスト開催。学会テーマに沿った内容を募集し、
良かった作品は 2 日目の市民公開講座で流すことを検討）
(PM) 演題発表（４会場 １時間×２回 *１会場１時間につき最大５演題予定）
自主企画セミナー（学会参加者から事前に行いたい企画を募集し実施予定。
全４企画 *３企画を募集していく）
懇親会： 18 時～てだこホール
23 日：(AM) 市民公開講座(うつについて ＊3 名の医師へ依頼)
(2)査読について：サポートを希望した際には査読はしない(サポート役を各研究会に依頼)
(3)理事会への報告や方法について：学会運営の報告事項についての理事会への報告は学会担当理事や理事代行から
で構わない。必要に応じて学会側スタッフが参加。
(4)運営委員会での決定事項について理事会で承認が必要か：担当理事と検討し、理事会で確認したほうが良い事項
については理事会の議題に挙げる。
(5)入会ブース設置について：保留。
(6)当日の弁当：事前振込みの人は弁当代を込みにしてく。当日の弁当販売はなし。
(7)託児所について：学会運営委員と福利部で調整していく。

(8)学会誌について：抄録誌、ダウンロードで対応も可能。
(9)学会運営ミーティングの交通費について：平成 23 年度 1 月～3 月の交通費→監事へ確認。

【報告事項】
比嘉会長
1)平成 23 年度後期総会報告
平成 24 年 3 月 17 日 19 時 00 分～20 時 15 分 沖縄県総合福祉センター 403 研修室
出席会員数：433 名(本人出席：20 名、委任状出席：413 名) 会員総数：649 名
議長：新垣進氏（南部病院） 書記：仲地宗幸氏（オリブ山病院）、東恩納優二氏（宜野湾記念病院）
議事録署名人：山城峻氏（沖縄リハビリテーション福祉学院）
、神山育子氏（宜野湾記念病院）
第 1 号議案
第２号議案
第３号議案

平成 24 年度事業計画について
平成 23 年度後期総会議案書に基づき、平成 24 年度事業計画を報告⇒承認。
平成 24 年度予算案について
平成 24 年度予算報告書に基づき、平成 24 年度予算について報告⇒承認。
監事について
比嘉靖氏より、嶺井毅監事の後任として、理事会において、宇田薫氏（大浜第一病院訪問リハビリ
テーションセンター 天久の杜）の推薦があった事について報告⇒承認。

2)九州精神障がい者バレーボール大会について：

矢野副会長
1)県学会の査読システムに関して：
今回は、大筋、学会運営側の意見を尊重した形で進行していく。
今後の県学会の方向性をある程度見極めて行かなければならない時期。
事務局
1)会員動向について：【改姓：12 名】【異動：30 名】

局長：久貝明人

2)受理文書について：
日本作業療法士会：作業療法マニュアル普及のお願い(別刷あり)、都道府県士会ニュース(北海道・群馬・東京・兵
庫・大分・熊本・神奈川・岡山・京都・山口・愛知)、他 OT 県士会学会・学術誌等(神奈川・岡山・石川・山梨・長
野・愛知)、他 OT 県士会記念誌(三重)、他 OT 県士会祝賀会・記念講演の案内(一般社団法人佐賀県作業療法士会設
立、公益社団法人大分県作業療法士会)、他団体学術誌等（沖縄県 PT 会）
、他団体ニュース等(沖縄脊髄損傷者連合
会、那覇市社会福祉協議会、沖縄県 PT 会、沖福連、沖縄県介護支援専門員協会)、卒業式・入学式関連(琉球ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ
ｰｼｮﾝ学院、帝京大学福岡医療技術部)、京都医療専門学校：「作業療法科・視能訓練科・言語聴覚科」開設の報告、
2012 福祉機器展の後援方依頼→了承：(沖縄県社会福祉協議会)、募金の依頼(オペレーション・スマイル)、臨床簿
術作品展の案内(那覇市地域福祉基金補助事業)、自由民主党沖縄県第三選挙区支部事務所開きの案内(沖縄県歯科医
師連盟)、JICA ボランティア平成 24 年度春募集に係る広報協力依頼→ポスターあり(JICA 沖縄)、献本(「日本人の
ためのリハビリ医療」２冊：エイムコーポレーション、「医学中央雑誌 収載誌目録 2012」
：医療中央雑誌刊行会)
設立 20 周年記念誌(沖縄県医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ協会)、
「第一回沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ栄養研究会」ご共催の御礼と会則(沖縄ﾘﾊﾋﾞ
ﾘﾃｰｼｮﾝ栄養研究会)、広報のご協力依頼・開催要項→ポスターあり( 第 12 回全国障害者スポーツ大会バレーボール
競技：精神の部)、調査報告書：地域におけるリハビリテーション提供のあり方」に関する調査研究事業(社団法人
日本理学療法士協会)、平成 25 年度事業に要する民間福祉資金助成要望調書の提出方について(沖縄県共同募金会)
「2012 年特別支援教育公開研修会（in 沖縄）
」の後援承認依頼→了承(S.E.N.S の会沖縄支部会)、「第９回日本医療リ
ンパドレナージ協会学術大会」開催のお知らせ(日本医療リンパドレナージ協会)、報告書「教育現場における作業
療法の有用性」
：京都府作業療法士会(特別支援教育 OT チーム)、沖縄県介護実習・普及センター案内パンフレット
の活用(配布)についての依頼→パンフレットあり(沖縄県社会福祉協議会)
3)事務員について：4 月 1 日付けで採用。
4)コンビニ収納代行システムについて：
4 月 20 日に最終の会員情報のｺﾝﾊﾞｰﾄ予定だが「所属会員一覧表」が約 40 施設未提出。
事務員の方で電話確認していく予定。
5)後期総会後の県への提出物について：準備中。
6)法人移行について：準備中。

7)理事会議事案作成について：理事会議事案作成を次回から事務員に依頼
→各部の報告を事務局と事務員の 2 か所に報告お願いします。
フォントを「MS 明朝の 10 ポイント」で統一お願いします。
8)複合機の故障について：本日昼頃より電源は入るが一切の機能が使えない状態。保証期間内だが 3～4 週間かかると
の事(料金が発生するような修理になるかは不明)。事務局機能を維持するため急遽レンタルで代用(1 か月 21,000 円
＋カートリッジ約 5,000 円)。故障内容によっては購入も検討。
9)事務局(沖縄県総合福祉センター 小規模団体室)の継続使用申請について：
平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日の使用許可がおりている。
財務部
1)会費について
会費収入 18 件 241,000 円
2)会計打ち合わせ：3 月 19 日(月)、3 月 27 日(火)
3)財務打ち合わせ：3 月 6 日(火)

部長：山城峻

4)その他：・旅費交通費受領書は B5 ｻｲｽﾞを使って下さい。また金額を事前に入力し印刷する事もご遠慮下さい。
・財務物品引き継ぎ：4 月 8 日(日)
学術部
部長：石川丈
1)研究会代表者ミーティングについて
4 月 23 日(月)19：00～宜野湾記念病院にて開催予定。内容は支援金受渡や規定変更についての意見交換を行う。
2)学術誌について
募集要項を確認中。今月中にはホームページへ掲載する。各施設への FAX 送信は来月の学術部勉強会案内と同時に
実施する。
教育部
部長：土田真也
1)OT 協会生涯教育受講登録システムモデル士会立候補の件(先月議題後の報告)
先月の理事会で立候補の件、承認→沖縄県士会として立候補。現在協会の選定待ち(10 を超える士会から立候補があ
ったとのこと)
2)23 年度県士会裁量ポイント対象者リスト(閲覧のみ)
128 名のリストアップ：理事・部長・部員、ＯＴフェアの実行委員、県学会の実行委員・査読委員・座長など。
3)24 年度教育部員の紹介
担当理事兼部長：土田真也(沖縄リハビリテーションセンター病院)
身障領域担当：源古賢一郎(南部徳洲会病院)、玉城高信(宜野湾記念病院)
発達領域担当：平井瑞恵(沖縄小児発達センター)
精神領域担当：崎原幸枝(沖縄リハビリテーション福祉学院)、川上智恵美(勝連病院)
老年期領域担当 安田章子(ノーブルメディカルセンター)、砂川厚(介護老人保健施設嬉野の園)
事業部
1)特に無し。
広報部
1)広報誌 4 月号について：4 月下旬発送予定。
福利部
1)特に無し。
渉外部
1)特になし。

部長：波多野晶子

部長：久田直希

部長：桑江良貴

理事：比嘉靖

保険部
部長：上江洲聖
平成 24 年度診療報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/index.html
第２６回 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム及び新たな地域
精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第３Ｒ）
「保護者制度・入院制度の検討」に係る第１３回作業チーム資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000027x0r.html

「介護予防・日常生活支援総合事業の手引き（本文）
」について（その１）
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yo
bou/dl/tebiki-1.pdf
平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）
http://www.roken.or.jp/member/mhlw/H240330_vol.273.pdf
その他
http://okinawaothokenbu.blogspot.jp/

