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「ぬちぐすい」は、沖縄県の作業療法士のみなさまのいのちのくすり（元気の素）になってほしいという願いです。
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巻頭言
(社)沖縄県作業療法士会

会長

比嘉 靖

(県立中部病院)

「あらたなスタートラインに立って思うこと」
梅雨から夏へと季節の変わり目をむかえ皆様どうお過ごしでしょうか。
私事ではありますが、９年間勤めた精神領域から身障の急性期病院である
県立中部病院へ異動となりました。以前にも身障更生施設で働いた経験はあ
りますが、対象者があっという間に通り過ぎ去る時間感覚の違いや個別対応
を基本とする治療構造の違いに戸惑っています。ただ、対象者の求める作業と、
置かれている状況との接点を一緒に考えるというこれまでの姿勢と大差なく感じているのも
事実です。
就職して数年すると“作業療法って何？”と自問自答するものですよね。専門的技術論だけ
に縛られてばかりでは作業療法の本質に近づけないのではとの考えにも至っております。
作業療法は対象者を中心とした関係図の中で形作られるものと思います。
職能団体に所属している利を活かし、領域を超えて広い視点から作業療法を語りあうことが
求められています。

作業療法川柳

作業療法川柳を募集します。
みなさんの想いを届けてください！

毎朝の 水やりはぼくの 役割だ

問合せ・応募は下記アドレスまで！

デイサービスに通い、自主的に畑などに水やりをすることが役割になっている
方がいます。水やりをした後、周りの人から「ありがとう」と感謝されます。
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（社）沖縄県作業療法士会 広報部
E-mail
ot_kouhou@yahoo.co.jp

（社）沖縄県作業療法士会ニュース

新役員紹介
理事（会長）

理事（副会長、渉外部担当）

比嘉 靖（県立中部病院）

安里 克也（オリブ山病院）

今回で３期目の会長となる比嘉靖で
す。県士会員も６００名を超えて、急
性期から回復期、病院から地域と職域
も多様な時代に突入しております。会員皆がセンサーで
あり、核と自覚できれば、多くの県民を健康にそして幸
せに導けるものと思っております。会員皆さんには活動
運営に直接関わり県士会を盛り上げていただきたい。私
自身も微力ながら全力で頑張ります。よろしくお願いい
たします。

久しぶりに理事（副会長）に就任する
ことになりました。以前は、平成元年か
ら金城前会長や簗瀬元会長の下、副会
長、事務局長等で、特に法人格を取得す
るのを使命として関わらせていただきました。その後は、
倫理委員として県士会業務をさせていただいておりまし
たが、今回、会長補佐及び渉外部の働きを担わせていた
だきます。会員の皆様へできるだけ「見える化」をはか
りながら他の理事とともに頑張っていこうと思っていま
す。よろしくお願いいたします。

理事（副会長、保険部担当）

理事（事務局長）

比嘉 一仁

久貝 明人（宜野湾記念病院）

（ごきげんリハビリクリニック）
この度、保険部理事・副会長に就任す
ることになりました。
県士会法人化前は、福利厚生部長で県
士会活動に参加していた以来で、10 数年ぶりとなりま
す。当時とは会員数も約 10 倍にもなり、状況が違います
ので少し戸惑いもありますが、会長や他理事と共にこれ
からの行事等がスムーズに進行できるよう頑張っていき
たいと思っています。また、会員の皆様にも協力依頼が
あると思いますので、ご協力の程宜しくお願い致します。

今回、事務局担当理事と事務局長を継
続して担当させて頂く事になりまし
た。今年度は法人移行の猶予期間最終年度（11 月 30 日
まで）となります。昨年度中に成し遂げられなかった移
行作業がスムーズに行えるよう努力していきます。また、
県士会の規定や細則等の整理を地道に実現させたいと考
えています。微力ではありますが、よりよい県士会を目
指し努力していきますので、会員の皆様のご協力を宜し
くお願い致します。

理事（福利厚生部担当）

理事（学術部担当）

桑江 良貴（もとぶ記念病院）

石川 丈（宜野湾記念病院）

今回 4 期目を勤めます、もとぶ記
念病院の桑江と申します。当会 30 周
年の節目でもある今年は、式典を準
備・開催します。今日まで当会を築
き支えて頂いた先輩方への感謝、今後を担う後輩達の激
励を心に留めながら自分磨きもしていきたいと思いま
す。会員も増え、OT 一人ひとりの結びつきが強化される
ようお手伝いをしたいと思っています。皆様のご協力を
宜しくお願い致します。

今年度も学術部を担当することに
なりました。研究会活動支援に関する
方法の再検討や学術誌『沖縄作業療
法研究』の作成を中心に活動して行き
たいと思います。今年度も４団体の研究会が活動して頂
いています。県士会会員であれば自由に参加できます。
是非、参加してみて下さい。
【学術部問合せ先】
e-mail：oki_gakuzyutubu@yahoo.co.jp

理事（教育部担当）

理事（財務部担当）

土田 真也（自宅）

山城 峻
（沖縄リハビリテーション福祉学院）

理事として 2 期、3 年目、教育
部長としては 7 年目に入ります。
この間、OT 数の増加、組織率の
低下、会員の勤務形態・勤務領域
の多様化などいろいろな変化が生じています。現状に合
った、しかし専門職として楽な方向に流れないような卒
後教育の形を模索していきたいと思います。一緒にがん
ばりましょう。
e-mail：okiotakyouiku@yahoo.co.jp
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今年度より財務部担当理事と財務部
長を担当することになりました。昨年
度より財務部運営に関わっており、まだ不慣れな部分は
ありますが、新しい会費納入方法の定着と法人移行に伴
う予算編成等、短期的・中長期的な対応が継続して求め
られていると感じます。今後とも円滑な県士会運営に出
来るよう会員の皆様のご協力をよろしくお願い致しま
す。

（社）沖縄県作業療法士会ニュース
理事（事業部担当）

理事（広報部担当）

下里 綱（大浜第一病院）

田村 浩介

今年度から事業部を担当させて頂く
ことになりました。県士会の活動は過去
に間接的なサポートをさせて頂いたこ
とはありますが、役員として活動するこ
とは初めてとなります。事業部の活動意義を十分理解して
実践し、県士会会員の皆さんの代表として有意義な活動を
展開していけるように努めたいと思っています。
事業部の活動を通し、作業療法の魅力を他団体または県
民の皆様へ発信していきたいと考えております。皆さんの
ご協力を宜しくお願い致します。

（いきがいのまちデイサービス）
理事として、2 期目です。広報部では、
会員のみなさまからいただいたアンケ
ート結果をもとにホームページのリニ
ューアルを実施いたします。目的は、
会員のみなさまでつくるホームページにすること、会員の
みなさまの交流の場をつくること、沖縄県民のみなさまに
作業療法を伝えることです。ぜひ、みなさまの力をお貸し
ください。よろしくお願い致します。

監事紹介
監事
宇田

監事
薫（クリニック安里

小金澤

訪問リハビリテーションセンター）

賢司

（沖縄リハビリテーション福祉学院）

前期は監事として十分な役割が遂行でき
たとは言い難く、理事の皆様に助けられる
ことばかりであった。今期は、前年度の県
学会のように、ここ数年、中堅～若い世代の会員の新し
い発想やエネルギーが更に形となって見えるよう、微力
ながら監事の役を担っていきたい。またＯＴ協会で士会
組織担当理事を担当しているため、県の他の士会に無い
エネルギーを感じており、今年度のパイロット助成事業
も県全体で取り組み全国発信できるよう応援したい。

財務部当時より、県士会に関わらせ
て頂いてます。中学校時代の私の趣味を
振り返ると、店のレシートを一覧にして
ファィリングして眺めることでした。今のように感熱紙の
きれいなレシートではなく、ドット印字の粗いレシートが
主流の時代で、どの店が一番分かりやすいレシートか？と
順位をつけたり、この店のレシートは電話番号が入ってる
等、並べて遊んでいたのを覚えています。こんな暗い（？）
青春時代の私ですが、よろしくお願い致します。

事務局より

事務局

久貝 明人

〈平成 24 年度後期総会報告〉 ※詳細（質疑応答等）は県士会ホームページをご参照ください。
開催日時：平成 25 年 3 月 23 日 19 時 00 分～20 時 15 分
開催場所：沖縄県総合福祉センター 403 研修室
出席会員数：436 名（本人出席：34 名、委任状出席：402 名） 会員総数：636 名
議長：嘉数栄司氏（沖縄リハビリテーション福祉学院）
書記：神山育子氏（宜野湾記念病院）
、伊江真美氏（大浜第二病院）
議事録署名人：玉城高信氏（宜野湾記念病院）、上原葉子氏（自宅）
第 1 号議案 平成 25 年度事業計画
平成 24 年度後期総会議案書に基づき、平成 25 年度事業計画を報告⇒承認。
第 2 号議案 平成 25 年度予算案
平成 25 年度予算報告書に基づき、平成 25 年度予算案報告⇒承認。
第 3 号議案 法人移行後の理事について
比嘉会長から以下について説明・報告⇒承認。
①去る 10 月の臨時総会での法人移行後の理事についての承認は、平成 24 年度内での移行成立に向けて
必要な承認であった(現理事の任期が 24 年度であり、25 年度の体制が決まっていない状態での移行作
業は認め難いとの事で、県の担当者から総会で法人移行後の体制の承認を得るよう指示があり臨時総
会開催)
②手続きが難航し、24 年度内での移行が困難になったため、任期を迎える理事の改選が必要になった。
③理事の任期中に移行が成立した場合は、任期中の理事が移行後(新法人)も理事を継続する事になる為、
臨時総会で承認を得た理事ではなく、今回の改選で選出された理事が移行後も継続して理事を務める事
になる(臨時総会での承認の無効を承認して頂きたい)。
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第 4 号議案

役員改選について
比嘉会長より、告示期間（平成 25 年 2 月 22 日～平成 25 年 3 月 22 日）に以下の通り理事 10 名・監事
2 名の立候補があり、定数を満たした為無投票当選になった旨を報告⇒承認。
役員種別

理事

監事

氏名
安里 克也
石川 丈
久貝 明人
桑江 良貴
下里 綱
田村 浩介
土田 真也
比嘉 一仁
比嘉 靖
山城 峻
宇田 薫
小金澤 賢司

勤務先
オリブ山病院
宜野湾記念病院
宜野湾記念病院
もとぶ記念病院
大浜第一病院
いきがいのまちデイサービス
自宅
ごきげんリハビリクリニック
精和病院（平成 25 年 4 月より中部病院）
沖縄リハビリテーション福祉学院
クリニック安里 訪問リハビリテーションセンター
沖縄リハビリテーション福祉学院

種別
立候補
立候補
立候補
立候補
立候補
立候補
立候補
立候補
立候補
立候補
立候補
立候補

〈平成 25 年度新入会員オリエンテーションのお知らせ〉
開催日時：平成 25 年 7 月 13 日（土）19 時 00 分～
開催場所：沖縄県総合福祉センター 会議室 7（西棟 4 階）
※詳細は改めてご連絡させていただきます。

〈事務員勤務日程の変更について〉
平成 25 年 4 月より県士会事務局事務員の勤務曜日及び勤務時間帯が以下に変更となっています。
（変更前）毎週火・水・金曜日の 10:00～14:00
（変更後）毎週月・水・金曜日の 9:00～13:00
※事務員と連絡がとれない場合は、oki_ot_a_kugai@yahoo.co.jp までメールでご連絡下さい。

〈平成 25 年度前期総会報告〉 ※詳細（質疑応答等）は県士会ホームページをご参照ください。
開催日時：平成 25 年 6 月 8 日 19 時 00 分～20 時 00 分
開催場所：沖縄県総合福祉センター 403 研修室
出席会員数：427 名（本人出席：25 名、委任状出席：402 名） 会員総数：621 名
議長：嘉数栄司氏（沖縄リハビリテーション福祉学院）
書記：神山育子氏（大浜第二病院）
、内間利奈氏（大浜第二病院）
議事録署名人：吉岡美和氏（沖縄リハビリテーション福祉学院）
、玉城高信氏（宜野湾記念病院）
第 1 号議案 平成 24 年度事業報告
平成 25 年度前期総会議案書に基づき、平成 24 年度事業を報告⇒承認。
第 2 号議案 平成 24 年度決算報告
平成 24 年度決算報告書に基づき、平成 24 年度決算を報告⇒承認。
第 3 号議案 平成 25 年度予算報告
平成 25 年度予算書に基づき、平成 25 年度予算を報告⇒承認。
その他（報告）
①第 11 回沖縄県作業療法学会に関して
・開催時期：平成 26 年 2 月（予定）
・場所：沖縄県総合福祉センター（予定）
・内容：口述発表、ポスター発表、特別講演、30 周年式典 等
・組織：学会長 比嘉靖氏（県立中部病院）
、実行委員長 大城圭氏（沖縄中央病院）
②当士会事務局事務員に関して
・当士会事務局事務員が、体調不良により 5 月初旬より休んでいる。
・体調不良が長期化する可能性もある為、別の事務員の採用も検討している。
・別の事務員を採用する場合は、一時的（引き継ぎの期間）に 2 名体制になる等もあり、予算計上していた諸謝金
を上回る支出になる可能性があるが、事務局の作業が滞らないよう採用の方向で検討したい。
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〈入会方法について〉

入会の手続きの案内(詳細は協会・県士会の HP をご確認ください)
※沖縄県作業療法士会へは日本作業療法士協会に入会していないと入会できません。
日本作業療法士協会から

沖縄県作業療法士会入会手続

手続きしましょう！！

県士会ＨＰより入会届用紙を印刷・記入

日本作業療法士協会入会手続

※入会届で『入会時会費納入方法』を選択

協会ＨＰより入会届用紙を印刷・記入

コンビニ支払い or 琉球銀行振込選択
協会へ入会届提出(郵送)

コンビニ支払い希望

郵便局にて協会費等入金

琉球銀行振込希望
年会費振込
(7,000 円)

県士会へ入会届提出

入金額:15,000 円
(入会金 3,000 円＋年会費 12,000 円)

県士会費コンビニ

入会届用紙に

払込票送付

振込日を記載

協会会員カード送付(ＪＡＯＴ)

年会費納入(7,000 円)
県士会へ入会届提出

協会番号を取得(５ケタ～６ケタ)

県士会費コンビニ

※免許番号とは違います

支払い確認

琉球銀行振込確認

会員名簿に登録

会員名簿に登録

県士会シール発行（送付）

日本作業療法士協会入会後、
沖縄県作業療法士会入会手続きへ

日本作業療法士協会員・沖縄県作業療法士会会員へ

一般社団法人移行作業の進捗報告

会長

比嘉 靖

新法人制度移行に向けて、「一般社団法人」の認定取得目指しておりますが、これまでの予算立案
に問題ありと県より指摘を受け、４月スタートの予定から大きく遅れが生じております。
昨年１１月の臨時総会で新法人理事を承認していただきましたが、旧制度下での理事更新を余儀な
くされ、平成２４年度後期総会では１１月臨時総会での決定事項を白紙に戻す事を説明させていただ
きました。
その際、一方的な提案で会員への情報開示が十分なされていない、団体最高意思決定機関である総
会を軽んじているのではないかとの厳しいご指摘も受けました。執行部として率直に受け止め反省を
今後の会運営に活かしたいと気を引き締めております。
今年 11 月の提出期限に向けて執行部一丸となって急ピッチで作業に取り組む所存です。会員の皆
さんのご理解をいただき見守っていただけるようお願い致します。
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第 1１回

沖縄県作業療法学会

学会長

比嘉

靖（県立中部病院）

今年度は県士会結成 30 周年、一般社団法人移行にあたり大きな節目となります。沖縄県における作業療法士も
600 名を超えるようになり、急性期から回復期、病院から地域へと職域も拡大しております。会員一人一人がセン
サーであり、核であると自覚できればより多くの県民にただしく作業療法を伝えることができます。
あらためて会員同士のつながりを確認しあい、県民の健康福祉に貢献できるよう、沖縄県における作業療法の未
来が語られる学会になればと考えております。
学会について企画があれば下記のアドレスにお送りください。会員皆で学会を盛り上げていきましょう！よろし
くお願いします。
開催時期に関しては、準備開始が遅れたことに加え、法人移行期限が 11 月末日に迫っていることや日本精神障
害者リハビリテーション学会が 11 月に沖縄で開催されることに配慮し 2 月とさせていただきました。例年通りの
10～11 月頃の開催時期に照準を当て準備を進めていた会員には大変ご迷惑をおかけします。何卒ご理解とご協力
をお願いいたします。

開催時期：平成 26 年 2 月１６日開催（予定）
場
所：沖縄県総合福祉センター（予定）
内
容 口述発表、ポスター発表、特別講演、30 周年式典 等
組
織：学会長 比嘉 靖（県立中部病院）実行委員長 大城 圭（沖縄中央病院）
今後予定：演題募集・・・ 8 月
抄録集発送・・12 月
お 問 い 合 わ せ：比嘉 靖 職場：県立中部病院 電話）098－973－4111
メールアドレス：higa_yasushi_ot@yahoo.co.jp

パイロット事業について

パイロット 事業運営委員

屋良

樹一

喜田

浩司

沖縄県作業療法士会の皆様こんにちは！「連携についてのパイロット事業」のご報告をさせてください。
現在、沖縄県作業療法士会では日本作業療法士協会の認定パイロット事業として「作業療法士間の連携」に焦点を
当てた取り組みをはじめました。もちろん連携は作業療法士間に限定されるものではありませんが、同職種の人と
の連携力が高まれば他職種との連携も上手くなるはず。実際、連携についての悩みはどの現場においても重要な課
題です。
まずは作業療法士間で連携スキルを高め、そのスキルを他職種との連携に生かすことを目指しています。
先日、南部地区の身体系の急性期、回復期、通所リハビリ、老健で勤務されている方々が集まり南部地区エリア
ミーティングが開催されました。パイロット事業についての説明から始まり、各施設での「連携」の状況や取組が
報告されました。日頃顔を合わせることがない人達とも場を共有することで、普段聞くことがない、連携について
の様々な意見を聞くことが出来ました。議論が盛り上がり、あっという間に予定時間をオーバーしていました・・・。
北部地区では勝山病院さんのご協力のもと、6 月 21 日に北部エリアミーティングを開催する予定です。
今後は「連携についてのアンケート」の協力のお願いや、連携についての研修会開催を予定しています。このパ
イロット事業をきっかけに、OT 県士会でどっぷりと「連携」について語り、議論を交わしたいと考えています。
私たちの小さな変化が、大きな流れの変化につながるように・・・
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（社）沖縄県作業療法士会ニュース

研究会紹介

学術部

石川

丈

学術部より

今年度は、6 団体の研究会より継続申請および新規申請がありました。それぞれの研究会が独自で企画を行い、
作業療法士としての知識や技術を習得する活動を行っていくことになっております。県士会員であればどなたでも
参加可能となっておりますので、興味のある方はご参加下さい。
研究会名

代表者

所

臨床作業哲学研究会

照屋 盛之

沖縄福祉用具支援技術研究会

属

ＴＥＬ

メールアドレス

沖縄リハビリテーション福祉学院

946-1000

m-teruya@group.omotokai.jp

金城 知子

沖縄リハビリテーション福祉学院

946-1000

地域連携リハビリテーション研究会

喜田 浩司

ごきげんリハビリクリニック

933-5515

kidagokigen@yahoo.co.jp

沖縄県精神科作業療法研究会

木下匠

（株）NSP キングコング

923-1955

hakurikossetu@hotmail.co.jp

造形表現活動研究会

砂川 厚

嬉野の園

888-6500

u.reha435@gmail.com

沖縄臨床作業療法実践研究会

田村 浩介

いきがいのまちデイサービス

989-3645

okinawasatoukai@yahoo.co.jp

t-kinjo@group.omotokai.jp
yhbpr686@ybb.ne.jp

【学術部問合せ先】
〒901-2211

宜野湾市宜野湾 3-3-13

宜野湾記念病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 OT 石川丈

Tel：098-893-2101 Fax：098-892-8863

E-Mail：oki_gakuzyutubu@yahoo.co.jp

作業療法士リレーエッセイ
沖縄県の作業療法士を紹介します。第１０回は、松川 京さんです。

こんにちは。私は沖縄協同病院で作業療法士をしています。沖縄協同病院
は急性期病院で各階、病棟ごとでのリハビリを行っており、私は脳外科・一般外
科病棟を担当しています。
急性期病院は発症直後や術直後の患者さんが対象で早期にリハビリが介入さ
れ、約 1～2 ヶ月の間に患者さんが出来ることを増やし回復期病院へ繋げて
いきます。私が作業療法士としてやりがいを感じる時は、回復期病院を退院し、「元気になったよ」と
病院へ報告に来る患者さんの笑顔を見れたときに作業療法士として関われたことをとても嬉しく感じ
ます。
今後は呼吸器など内科•循環器系の疾患のリスク管理をもっと学んで患者さんへ提供し、急性期病
院だけでなく、回復期病院やデイケアなども経験し、学んでいきたいと思います。
松川 京さんからのバトンは誰の手に！？
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次回をお楽しみに！

（社）沖縄県作業療法士会ニュース

財務部よりお知らせ
県士会費納入について
沖縄県作業療法士会では、学術技能の向上を目的に学会や研究会・講演会の開催や、学術誌の発行などを行なっ
ております。これらの運営は、みなさまからの会費によって成り立っております。また、県士会主催の学会・研究
会などについては、当該年度までの会費が納入済みであることが参加の前提になります。個人、または全会員に対
し意義ある県士会としての円滑な運営がなされるためにもみなさまのご協力が必要です。
尚、銀行振り込みを利用される場合は下記口座まで宜しくお願い致します。
※納入額が不明の場合は財務部までご連絡ください。
※銀行振込の場合、振込名は会員名でお願いいたします（複数でのお振込みの場合は FAX にてその旨をご連絡下さい）。
※ご質問等ございましたら下記の連絡先にお問い合わせ下さい。なお、電話対応には時間の制約がございますので、
ＦＡＸでのお問い合わせもご利用していただきますようお願い致します。何卒ご配慮をもってご了承賜りますようお願い
申し上げます。
振込先

：琉球銀行

宜野湾支店

財務部

やましろ

山城

たかし

峻 （沖縄リハビリテーション福祉学院）

普通 ４９３５４９

TEL

（０９８）９４６－１０００

口座名

：沖縄県作業療法士会

FAX

（０９８）９４６－１９９９

年会費

：7000 円

（振込手数料は各自ご負担下さい）

広報部よりお知らせ

（社）沖縄県作業療法士会のホームページ http://www.okinawa-ot.net/

研修会案内などのホームページ掲載について
（社）沖縄県作業療法士会ホームページに研修会案内などの掲載を希望する場合は、記事原稿を添付し、広報部 E-mail
まで送信ください。尚、記事のフォント・掲載形式は広報部編集担当が調整致します。
※ ホームページへの掲載は、随時受け付けております。
※ 掲載費用は必要ありません。
※ 営利目的の割合が大きいと判断された場合等、掲載不適切と判断された場合は、掲載をご遠慮いただくことがありま
すのでご了承ください。
※ 研修会案内の掲載、記事の投稿、ご意見、ご要望、ご感想など、下記アドレスまでメールください。
（社）沖縄県作業療法士会 広報部 E-mail
ot_kouhou@yahoo.co.jp

編集後記

私ごとではありますが、新年度より新しい職場へと移りました。久しぶりの臨床現場とあって日々新鮮な気持ちで働いて
います。新年度よりホームページがリニューアルし、皆様とともに作り上げていきたいですね。(久田)

広報部 理事 田村浩介（いきがいのまちデイサービス）広報部長 久田直希（琉球病院）広報副部長 中村千枝(琉球リハビリテーション学院)
部員 泰真実（北中城若松病院） 仲間知穂（琉球リハビリテーション学院） 田中裕子（いきがいのまちデイサービス）

事務局：
（社）沖縄県作業療法士会 〒903-0804 那覇市首里石嶺町 4－373－1 沖縄県総合福祉センター内
Tel･Fax：098-988-3711

E-Mail：oki_ot_a_kugai@yahoo.co.jp

事務局長：久貝 明人（ｸｶﾞｲ ｱｷﾋﾄ）宜野湾記念病院
〒901-2211 宜野湾市宜野湾 3-3-13

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

Tel：098-893-2101 Fax：098-892-8863
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