平成 24 年度

第 4 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 7 月 17 日(火) 19 時 00 分～
３．理事総数：７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、久貝明人
※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)
【審議事項】
1) 久貝理事(事務局)
①会員動向について 〔
【入会：１２名】

承認

〕

②「訪問リハビリテーション地域リーダー育成会議」派遣について 〔 承認 〕
平成 24 年 9 月 6 日(木)・7 日(金) に東京で開催される上記会議への参加者派遣について。
1 名は喜田浩司氏(ごきげんリハビリクリニック)に了承いただいている。
今後の運営を考慮し、2 名の参加を検討(2 名以上の参加は主催者側が選定)。
どちらにしても、予備費からの旅費交通費捻出を検討。
⇒来年度も継続開催があれば訪問リハﾋﾞﾘ委員会での予算立ての検討が必要。
③「第 6 回言語リハビリ交流のつどいイン沖縄大会」実行委員派遣について 〔 承認 〕
平成 25 年 6 月 9 日(日)に県内で開催される上記大会への実行委員 2 名の派遣について。
7 月 20 日(金)までに返信。
2) 石川理事(学術部)
①学会誌 ISSN 登録について
〔 承認 〕
全国学会などへのステップアップの場として考えていた演者には、ISSN 登録によって、その方法が取れなく
なることが問題になる。抄録誌は ISSN 登録させないものとする。
⇒来年度の事業計画に盛り込んでいくことを検討。
②学会運営について 〔 継続審議 〕
予算案や企画案など県士会が定める規定がない状態で運営委員会が進められている。このままでは、理事会
の考えが理解されず、現状のままとなってしまう。県士会企画にするためにも規定作成する必要がある。

【報告事項】
比嘉会長
１．県等より医療法を含め関係法律に係る条例制定にあたり意見書提出の依頼や照会等について
事務局
１． 会員の動向・追加施設について
【改姓：１名】
【異動：１名】
【異動で所属先不明者：27 名】※前回の報告と変わらず。
【新規追加施設：２ヶ所】
『社会福祉法人ゆうなの会 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰせんりょう』
住所：〒902-0078 那覇市識名 2-13-56 TEL:098-833-6420 FAX:098-833-6421
『はえばる北クリニック』
住所：〒901-1103 南風原町字与那覇 283-１Ｆ TEL:098-987-0011 FAX:098-987-0022

局長：久貝明人

２．受理文書について
日本作業療法士会（2011 年度強制退会者(確定)一覧の送付：54 名、書籍の送付：５冊(①精神医療別冊「危機のなか
で人間として生きる権利を！」
：批評社②災害時におけるメディカルスタッフの役割 ハンドブック：チーム医療推進
協議会③派遣活動報告書「東日本大震災ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援関連 10 団体」④平成 23 年度老人保健健康増進等事業「認知
症の介護家族が求める家族支援のあり方研究事業報告書～介護家族の立場から見た家族支援のあり方～」
：認知症の人
と家族の会④完全実現をめざして「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言、改姓障害者基本法」
：日本
障害者協議会ＪＤ) 「平成 23 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業」報告書及び事例集の送付について（3 冊）
、書
籍購入について、
「会員管理システム及び個人情報対策講習会」の開催のお知らせ、作業療法推進活動用ポスター受付
について、第 46 回日本作業療法学会開催について(お礼)、平成 23 年度老人保健健康増進等事業(若年性認知症の方に
対する効果的な支援に関する調査研究事業)報告書、訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ復興委員会「訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ地域リーダー育成会

議」参加者の推薦について、日本作業療法士協会 会員名簿(沖縄：６月時点)、第 50 回作業療法全国研修会(兵庫会
場)のご案内）
、他 OT 県士会会長の変更(宮城)
他 OT 県士会役員改選のご案内(宮城・長崎・青森・山梨) 、他 OT 県士会事務局移転(長崎)
他 OT 県士会学会誌(三重) 、他都道府県士会ニュース(岡山・大阪・広島・北海道・東京・山口)
第 34 回九州 PT・OT 合同学会(抄録送付に伴う会員数確認のお願い)
第 6 回言語リハビリ交流のつどいイン沖縄大会(第６回言語リハビリ交流のつどいイン沖縄大会 実行委員会への参加
及び実行委員派遣について(依頼)) 、沖縄県理学療法士協会(設立記念祝賀会のご報告とお礼)
ＣＶＡ時期別ＯＴ研究会(ＣＶＡ時期別ＯＴ研究会 研修会開催について(お知らせ))
他団体ニュース等(沖縄県薬剤師会、沖縄県理学療法士協会、沖福連)
沖縄県歯科医師会(「なごみ会第２回県民健康フェア」ポスター掲示・ちらし配布について)
沖縄県栄養士会(公益社団法人移行のご挨拶と事務所移転のご案内)
沖縄県福祉保健部(第 39 回理学療法士・作業療法士養成施設等 教員講習会の開催について、第 44 回沖縄県公衆衛生
大会における県知事表彰候補者の推薦について(依頼)) 、那覇市役所(法人市民税減免決定通知書)
ＮＴＴ西日本(平成 24 年５月分領収証と平成 24 年６月分口座振替のお知らせ)
沖縄県総合福祉センター(納入通知書・領収済通知書・領収書(H24.4 月分総合福祉センター：電気・水道・ガス料金、
H24.5 月分総合福祉センター：電気・ガス料金) 、沖縄情報システム株式会社(請求書)
沖縄県社会福祉協議会(「介護の日」認知症講演会の後援方について(依頼))
オリブ山病院(防火訓練における火災報知機鳴動に関するお知らせ)
３．平成 24 年度 (社)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
平成 24 年 7 月 7 日(土) 沖縄県総合福祉センター(会議室７) 参加者：50 名
財務部
１．会費について（6 月 1 日～6 月 30 日）
会費収入 4 件（銀行振り込み：4 件） 28,000 円
※6 月に県士会口座に振り込まれた分は以上の 4 件。
6 月中のコンビニ納入は 150 件（口座振込は 7 月）
２．会費納入率（6 月末時点）
昨年度：24.3％ 今年度：41.1％
３．会計打ち合わせ：7 月 3 日（火）
４．財務打ち合わせ：6 月 24 日（火）

部長：山城峻

学術部
部長：石川丈
１．FAX 送信について
地域連携リハ研究会、沖縄作業行動研究会、沖縄福祉用具支援技術研究会等の案内を FAX 送信済み。
２．九州士会長会合同研修会について
Ｈ25 年度 1 月～3 月までの県士会企画研修会や総会の日程確認を開始。7 月 21 日までに担当者へ報告する
ことになっている。後期総会は 3 月 16 日(土)または 3 月 23 日(土)に開催予定とし、合同研修会企画担当者へ
報告する。
教育部
部長：土田真也
１．（前回審議事項より）
「沖縄県医療機能調査」の調査項目についての申し入れ
比嘉会長（渉外部兼任）の確認にて今回の調査主体が沖縄県福祉保健部医務課であったことが判明。担当者には
口頭で申し入れ済み。現在、医務課長宛に文書で申し入れの準備中。
２．（前回審議事項より）日本作業療法士協会生涯教育受講登録システム登録者について
前回決定いただいたとおり、登録作業を行なうものとして土田を申請いたしました。
３．現職者共通研修・事例検討会開催準備中 7 月 22 日開催。
・ 事例検討は発表、参加ともに数としては低調。阻害になっているものをアンケートなどで明らかにしていきたい。
・ 座学についても申し込み締め切り時点では低調。この３年間少しずつ受講者が減少傾向（81 名→76 名→今回 60
名台の申し込み）
。身障系の大規模施設の受講が減ってきているか？今回の実受講者数集計後、今後の開催方法
等を検討したい（土日祝日勤務の影響、対応など）
。
事業部
部長：田原行英
１．県民健康フェアについて
①当日の運営委員は事業部員で対応。駐車場係を沖リハ、琉リハの学生にボランティア依頼予定。
⇒学生ボランティアは各学院より 20 名ずつ募集。
②各団体長はかりゆしウェアで開催時間に集合。
２．OT フェアについて
①サンエー西原シティにイベント依頼。１０月１４日開催の方向で挨拶も終了。

広報部
理事：田村浩介
１．広報誌 7 月号原稿
２．座談会
⇒福利部企画の BBQ の時に開催予定。
３．作業療法広報 DVD、リーフレット
※第 10 回県内学会で作成した作業療法 PR ビデオを作業療法広報 DVD としての使用を学会運営委員へ確認する
(担当：学術石川)。
４．ホームページリニューアル
⇒広報に関するアンケート調査を実施予定。
※第 10 回県内学会の際にアンケート調査実施許可を学会運営委員へ確認する(担当：学術石川)。
福利部
１．新入会員歓迎会の報告。
⇒前年度よりも参加者が増加していた。

部長：桑江良貴

渉外部
特になし。

理事：比嘉靖

保険部
特になし。

部長：上江洲聖

