平成 24 年度

第 3 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 6 月 19 日(火) 19 時 00 分～
３．理事総数：8 名
４．出席理事：比嘉靖、桑江良貴、石川丈、土田真也、田村浩介、波多野晶子、上江洲聖、久貝明人
※久田直希(広報部長）、田原行英(事業部長)、山城峻(財務部長)、嘉数栄司(財務部員)、
神山育子(事務局員)
５．議長選任：定刻に至り、本日の第 3 回理事会は定数を満たし有効に設立した旨を告げ、議長の選任を諮った
ところ、満場一致をもって県立精和病院 比嘉靖氏を議長に任命した。続いて審議事項に入った。
議事の経過の要領及び議案別議決の結果。
【審議事項】
1)比嘉会長・事務局
(1)平成 24 年度 社団法人 沖縄県作業療法士会 前期総会について：議案書確認
6 月 23 日(土) 19：00～ 沖縄県総合福祉センター 403 研修室
理事・部長・議長は 18：00 集合(403 研修室にて、会場設営・打ち合わせ)
委任状：330 名(総会員数 632 名→過半数 317 名)
議長団(執行部案)→議長(1 名)：嘉数栄司氏(沖縄リハビリテーション福祉学院)、
議事録署名人(2 名)：神山育子氏(宜野湾記念病院)・上原葉子氏(自宅)
書記(2 名)：未定
(2)平成 24 年度 社団法人 沖縄県作業療法士会 新入会員オリエンテーションについて：資料確認
対象：今年度作業療法士資格を取得した会員ならびに県外から異動入会した会員
7 月 7 日(土) 沖縄県総合福祉センター 会議室 7
18：00 理事等集合(会議室 7 にて会場設営・打ち合わせ)
18：15 入会手続き(現金のやりとりはせず、オリエンテーション終了時にコンビニ伝票を渡す)
19：00 オリエンテーション
19：30 懇親会(20：45 終了予定)
2)石川理事
(1) 沖縄県作業療法学会について：
①予算案
②学会誌 ISSN 登録⇒登録の為に学会誌のバックナンバーが必要となる。1 号から揃えて登録手続きを行う。
③次期学会長の選出⇒審議継続
(2)研究会について
①FAX 送信手順⇒承認。 FAX 送信手順の確認を実施。
②SIG 登録⇒各研修会等の生涯教育ポイント発行には SIG 登録が必要。
研究会の SIG 登録の手続きは、各研究会の判断にまかせる。
3)土田理事
(1)「沖縄県医療機能調査」について：
「病院票」の調査項目 290 の「認定資格のある医師以外のリハビリテーション医療従事者数を記載」の認定資格
の中に「認定理学療法士」
「認定言語聴覚士」が入っている一方、認定／専門作業療法士の名称がない。
沖縄県（医師会？）に公文書にて情報提供を行いたい。
→ ■ 承認
□ 非承認
□ 方法を検討
□その他（比嘉会長が確認）
⇒会長から担当者へ連絡をとり要望書を提出していく
(2)日本作業療法士協会 生涯教育受講登録システムモデル士会 登録者について
同システムの登録責任者を県士会から１～２名登録することになった。任期は 1 年度。実務に当たるのは教育部
であると思われ、今回はモデル試行でもあり、土田教育部長 1 名の登録を行ないたい（協会への報告書式には士
会長の印鑑が必要です）
。
→ ■ 承認
□ その他
4)桑江理事
(1)県士会発足 30 周年記念イベントについて⇒準備を進めていく。
5)田村理事
(1) 座談会の開催について：日程、場所、福利部との連携について相談
⇒日程未定。場所：沖縄県総合福祉センター(予定)。案内文作成中。詳細決定次第会員への広報を行っていく。
(2)広報誌 7 月号原稿の内容と原稿作成依頼について：原稿提出締切→7 月 13 日(金)17：00

6)久貝理事
(1)会員動向について：⇒承認
【入会：2 名】【退会：3 名】
(2)コンビニ支払い後の受信データリストの内容変更について(データ追加に伴う料金追加について)：
コンビニでの支払いを行うと、翌日には支払った会員名・金額等が事務局の PC のみでわかる(沖縄情報システム
よりリストを受信できる)ようになっており、その情報を財務へ報告しているが、受信できるデータリストに会員
番号と所属施設が載っておらず、事務員が氏名から検索して情報を追加している。データリストに情報を追加す
るには下記のように追加料金がかかる。
「会員番号・所属施設」→15,750 円、「会員番号のみ」→10,500 円
⇒「会員番号・所属施設」→15,750 円で承認
(3)事務局からの FAX について：送信作業中も受信・プリントアウト・コピー可能なので特に支障なし。
5 月末から広報部より運用を移行(電話料金未確認)。理事・部長所属施設にもメールではなく FAX 送信。
送信枚数 7 枚(送信票 1 枚＋依頼分 6 枚)→送信エラー13 か所。
送信枚数 6 枚(送信票 1 枚＋依頼分 5 枚)→送信エラー 3 か所。※依頼分は 5 枚までが妥当と思われる。
通信料は、法人運営費の通信運搬費(各部からの支払いは無し)。来年度は、各部利用分を法人運営費の通信運搬
費に組み込んで予算立てする。
FAX を依頼する場合は、事務局長と事務員へデータ送信。県士会として発信していいか判断に迷った場合は理事で
協議。県士会として発信するのにそぐわない場合は断る(料金を受け取って発信する事はしない)。
⇒承認

【報告事項】
比嘉会長
1)協会代議員総会の報告
⇒参加者：比嘉会長、宇田薫氏、泰真美氏
2)都道府県連絡協議会総会の報告
3)九州士会長会議の報告
事務局
1)会員動向について：6/19 現在の会員数 632 名
【改姓：3 名】【異動：16 名】【異動で所属先不明者：27 名】

局長：久貝明人

2)受理文書について：
日本作業療法士会（
「第 10 回協会・都道府県士会合同役職者研修会」の開催、会員の処分について、平成 24 年度一
般社団法人日本作業療法士協会会員管理システム士会選出について、
「平成 23 年度厚生労働省老人保健健康増進等事
業」ダイジェスト版、｢福祉用具相談支援システム運用事業」ご案内について：ＤＶＤあり、
「平成 23 年度厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金事業」
：冊子あり）
、他 OT 県士会法人名の変更（岡山・長野）
、都道府県士会ニュース(奈
良・長崎・北海道・兵庫・京都・神奈川・宮城・山口・島根)、他 OT 県士会役員改選のご案内(高知・福島)、他 OT 県
士会会長の変更(和歌山・福島)、他 OT 県士会学会・学術誌・記念誌・機関誌(香川・神奈川・宮城) OT 現職者共通研
修会のお知らせ(山口)、山口県作業療法士会(平成 24 年度高次脳機能障害支援研修会の案内)、開催のお知らせ・第 14
回沖縄県理学療法学術大会の案内)、他団体ニュース等(沖縄脊髄損傷者連合会：しゃりん 99、沖縄県理学療法士会、
沖縄県介護実習・普及センター：
「福祉情報おきなわ Vol.143」
、沖福連：にむふぁぶし No.186)、沖縄県歯科医師会(新
役員のお知らせ)、沖縄県福祉保健部(平成 24 年度沖縄県功労者表彰候補者の推薦について、「沖縄県高齢者保険福祉
計画」平成 24 年度～26 年度冊子) 、北谷町役場福祉課(職員の派遣について(依頼))、日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学協会 SIG (SIG
「姿勢保持」講習会 2012 in 熊本のお知らせ)、沖縄県介護実習・普及センター（2012 福祉機器展における相談員派
遣について(依頼) 、2012 福祉機器展開催案内について、）
、義肢装具 SIG 事務局（義肢装具 SIG 第 8 回講習会の案内(福
岡) )、沖縄県総合福祉センター(ねずみ・こん虫防除作業実施のご案内(6 月 3 日実施))、沖縄県自閉症協会(九州自閉
症協議会九州大会 in おきなわ大会記録誌)、沖縄県社会福祉協議会(平成 24 年度沖縄県介護支援専門員実務研修受講
試験申込のご案内)、国立吉備高原職業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ(平成 24 年度訓練生募集関係書類の送付及び協力お願いについ
て：冊子あり)、
、九州・沖縄地区子ども支援ネットワーク交流(おきなわ子ども支援ガイドブック(2012 年度版)の校正
について(依頼)) 、㈱ガロアマネージメント(移行支援サービス見積もり依頼の案内)、沖縄県福祉保健部高齢者福祉
介護課(要介護(要支援)認定を受けている高齢者の「認知症高齢者の日常生活自立度」調査結果について) 、沖縄ツー
リスト(ビジネスレンタカープランの案内)、テクノエイド協会(福祉用具プランナー管理指導者養成の開催について)
NPO 法人 沖縄 NGO センター(いのちをつなぐアースハーモニー2012 の案内)、沖縄県那覇県税事務所(法人県民税の免
除“承認”通知書)、沖福連(賛助会員 2012 年度継続・加入のお願い)

3)コンビニ収納代行について：
5 月下旬より実質運用開始。6 月 17 日までに 157 件振込(支払い→口座振込までタイムラグがあるため財務部の報告
内容と相違あり)
4 月： 2 件(7,000 円×2 件 ※最終確認も兼ねて実際に振り込み)
5 月：67 件(7,000 円×63 件 21,000 円×3 件、35,000 円×1 件)
6 月：88 件(7,000 円×83 件 21,000 円×2 件、35,000 円×2 件、42,000 円×1 件)※6 月 17 日現在
※23 年度分のみ未納の会員への追加伝票を 6 月 13 日に発送しています。
4)名刺作製について：理事・部長の名刺を 30～50 部作製予定。
⇒勤務先の E-mail アドレスについては各理事・部長のやりとりしやすいアドレスを記載。
5)郵送作業について：広報誌の発送作業を事務局に移行したい。広報誌を事務局へ納品するのは可能か。
その他の郵送作業も、1 週間程度の作業期間をいただければ事務局で対応可能との事です。
⇒次回発行号より事務局から発送予定。
6)「入退会・異動等届」の書式変更について：6 月 5 日 HP 更新(入会時会費納入方法を選択できるように)
7)北谷町介護予防支援業務委託介護支援専門員連絡会への職員派遣について：
派遣会員 ：喜田浩司 氏(ごきげんリハビリクリニック)
派遣内容 ：北谷町介護予防支援業務委託介護支援専門員連絡会での講師
「訪問リハビリテーションについて ～制度のこと、得意としていること～」
派遣場所等：平成 24 年 6 月 14 日(木) 10：00～12：00 北谷町役場 201 会議室
参加者 31 名(13 事業所の介護支援専門員)
8)平成 24 年度 一般社団法人 日本作業療法士協会会員管理システム士会選出について
平成 24 年度選出士会：鳥取、茨城、奈良、新潟、沖縄
会員管理システム講習会：日本作業療法士協会事務局にて 8 月 25 日(土)～26 日(日)
1 名分の宿泊交通費は協会負担(参加者：久貝)
財務部
1)会費について
会費収入 42 件 303,000 円(5 月末現在)
2)会計打ち合わせ：5 月 22 日（火）
3)財務打ち合わせ：5 月 10 日（木）

部長：山城峻

⇒県士会費支払いをコンビニ収納代行を導入したことで前年度と比較し、県士会員の納入が早くなっている。
学術部
1)研究会 FAX 送信について(2 回実施)
地域連携リハ研究会、沖縄作業科学研究会、OT 学会事前振込み案内等を FAX 送信済み

部長：石川丈

教育部
部長：土田真也
1)日本作業療法士協会 生涯教育受講登録システムモデル士会について
立候補のあった 10 県以上の中から、関東甲信越の 5 県を選んでスタート予定であったが、追加で沖縄県士会にもモ
デル士会要請あり。6 月 15 日に登録方法・操作方法・その他の内容を含むモデル士会説明を受けてきた。今年度 8
士会でスタート。微調整をして、12 月にモデル士会を５つ追加。次年度からは全国導入を行ないたいとのこと。
2)日本作業療法士協会臨時生涯教育制度推進担当者会議 出席報告
先日メール配信した報告書参照。口頭で要点のみ説明いたします。
3)沖縄コンベンションセンター内覧会出席報告（情報提供）
各施設の内覧のほか、沖縄県、コンベンションビューロー、コンベンションセンターの３者よりプレゼンテーショ
ンがありました。
4)ＷＦＯＴ世界大会（2014 年）について：清水順市ＯＴ協会副会長より（情報提供）
演題募集：今年 12 月より。世界的にはすでに超高齢社会に突入している日本の医療・福祉のシステムや、そこでの
具体的な実践を知りたいというニードがある。あまり敷居を高く考えずに、逆に普段の全国学会では受け入れられ
ないような素朴な実践報告なども、世界大会だからこそ聴衆側のニードが高い部分がある。積極的にご応募くださ
い。とのことでした。

5)現職者共通研修・事例検討会開催準備中

7 月 22 日開催。現在準備進行中。

事業部
部長：田原行英
1)県民健康フェアのブースイベント・ポスター発送先について：
県民健康フェアはコンベンションセンターに会場を変更。駐車場係の協力を両養成校に依頼予定。
ポスター発送は県内高等学校を予定(PT・ST 士会に発送先を確認)
2)県民健康フェアの予算について：予算確認
3)作業療法フェアについて：
日時：10 月 14 日(予定) 会場：西原シティ(予定)

各領域紹介のパネルを借用予定

広報部
1)アンケートについて進めていく。事業部との連携について
⇒OT フェアの広報や内容について連携していく

部長：久田直希

福利部
1)学会時託児所設置について
⇒学会実行委員長と調整しながら進めてる
当日の引き受け人数は 10 名程度予定。保育士は 3 名

部長：桑江良貴

2)新入会員オリエンテーション後の歓迎会について
⇒県士会のスライドを流したり、各研究会の紹介を行う。
渉外部
理事：比嘉靖
1)若松病院 OT より依頼があり、6 月 13 日(水)に若松病院にて比嘉会長より県士会について説明を行った。
2)6 月 16 日(土)「公益社団法人
保険部
1) 「診療報酬改定セミナー」

沖縄県理学療法士協会

設立記念祝賀会」参加。参加者：比嘉会長・桑江副会長
部長：上江洲聖

5 月 19 日(日)

沖縄県総合福祉センター

参加者 20 名

以上をもって本(拡大)理事会の報告事項・審議議案全部の審議を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、
22 時 00 分に散会した。
上記の決議を明確にするため、議長及び議事録署名人において次に記名押印する。
平成 24 年 6 月 19 日
社団法人
議

沖縄県作業療法士会理事会において

長

印

議事録署名人

印

