平成 25 年度

第 6 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 25 年 9 月 17 日(火) 19 時 00 分～20 時 30 分
３． 理事総数：10 名
４． 出席理事：比嘉靖、安里克也、比嘉一仁、桑江良貴、石川丈、土田真也、田村浩介、山城峻、下里綱、久貝明人
※嘉数栄司(財務部員)
【審議事項】
1)久貝理事(事務局)
１．会員の動向について
【入会・退会：0 名】

【承認】

２．那覇地方法務局より『特例民法法人の移行の登記申請に関する説明会開催について』 【承認】
開催日時：平成２５年１０月１５日（火）第１回：午前１０時から１１時まで 第２回：午後２時から３時まで
開催場所：那覇地方合同庁舎１階会議室
申込締切：平成２５年１０月４日（金）
※会場の都合により、各法人２名までとし各回とも定員（50 法人）になり次第締切。
⇒石川理事、久貝理事が参加予定。
３．日本作業療法士協会より『WFOT2014 開催にあたって協力願い』 【継続審議】
第１６回世界作業療法士連盟大会・第４８回日本作業療法学会が２０１４年６月１８日(水)～２１日(土)の日程で神奈川
県横浜市の『パシフィコ横浜』にて開催予定。開催にあたり、主に発展途上国の方の参加費として寄付金の依頼。
⇒他士会の情報も収集しながら寄付金の額を検討していく(来年度予算にする事も視野に入れて)。
2)桑江理事(福利厚生部)
１．北部地区交流会の支援について 【承認】
パイロット事業の一環として北部地区での会員交流会を 9 月 21 日(土)に予定しており、その費用の一部を福利厚生部か
ら支援できないか検討中。会員親睦会として予算計上していた 51,000 円を支援金として利用できないか。
⇒1 回開催の予定での予算計上を、北部・中部・南部の 3 回開催として各 17,000 円ずつ分配し支援金とする(オーバー
した分は各開催場所の参加者で負担)。
【報告事項】
1)事務局
１．会員の動向について
【異動：1 名】 【異動で所属先不明者：６名】※前回と変わらず

局長：久貝明人

２．受理文書について
日本作業療法士協会(WFOT2014 開催にあたって ご協力のお願い)、他都道府県士会ニュース・会報誌・学術誌・研究冊
子(長野・長崎・大阪・山口・大分・広島・北海道・奈良・島根)、他都道府県士会事務局住所変更(奈良)、他都道府
県士会法人変更、役員就任のお知らせ(奈良)、他団体ニュース(沖縄県薬剤師会、沖縄県社会福祉協議会、沖縄県手を
つなぐ育成会、沖縄県理学療法士会、沖縄県精神保健福祉会連合会)、南風原町社会福祉協議会(会長変更のお知らせ)
沖縄県福祉保健部(平成 26 年春の外国人变勲候補者の推薦について(依頼)、第 10 回ヘルシー・ソサエティ賞候補者の
推薦について(依頼)、沖縄県障害児通所給付費不服審査会委員の推薦について(依頼）)、沖縄県社会福祉協議会(「2013
福祉機器展」の後援御礼と「2013 福祉機器展アンケートのまとめ」、平成 26 年度沖縄県総合福祉センター施設利用仮
予約に関する年間行事予定表の提出について(お知らせ)、
「平成 25 年度沖縄県総合福祉センター自衛消防計画関係届」
の提出について、第 56 回沖縄県社会福祉大会の開催について(ご案内))、那覇地方法務局(特例民法法人の意向の登記
申請に関する説明会の開催について(お知らせ))、
(有)砂田義肢製作所(第 20 回日本義肢装具協会学術大会の支援御礼)
３．今年度の県士会費、コンビニ納入者不明者リストについて
前回の理事会議にて「コンビニ納入情報の変換データが残っていない期間（6 月 28 日(金)～6 月 30 日(日)）がある事
を報告しましたが、データ確認がとれました。
支払い不明対象者は８名⇒6 月 28 日納入者：４名、6 月 29 日納入者：３名、6 月 30 日納入者：１名全て確認済。
対象者につきましては、財務部へ 8/29 に報告済みです。
４．沖縄県障害児通所給付等不服審査会委員変更について
住吉さん(琉球リハビリテーション学院)から仲間さん(琉球リハビリテーション学院)へ変更の返答頂きました。
仲間さんにて期限内に沖縄県障害児通所給付等不服審査会委員の登録資料提出を予定です。

５．事務局事務員について
連絡を取り合っていた方からお断りの電話を頂きました。現在、他の方からの問い合わせはありません。
今後、FAX 等で募集を継続。理事・部長の皆様もご協力宜しくお願いします。
⇒ホームページ掲載、ハローワークへの登録、養成校夜間部学生を雇用 等の意見が出る。
６．理事会議事について
監事より、記載内容について十分とは言い難い部分があるとのご指摘を頂きました。
議事案を送って頂く段階である程度記載して頂けると助かります。
７．メール送信先について
理事会出欠の件が監事へ送信されていたり、理事への確認内容が部長に送信されている等がありますので、送信先に
ご注意ください。
2)財務部
１．会費について（8 月 1 日～8 月 31 日）
会費収入 61 件（県士会指定口座への直接納入：5 件、コンビニ納入分：56 件）
２．会費納入率（8 月末時点）
平成 24 年度：60.4％ 平成 25 年度：60.2％
３．会計打合せ：8 月 28 日（水）

部長：山城峻

3)学術部
部長：石川丈
１．研究会 FAX 送信状況について
「地域連携リハビリテーション研究会」「沖縄臨床作業療法実践研究会」の勉強会、学会開催案内および演題募集
案内を送信済(9 月初旬)。
4)教育部
部長：土田真也
１．事例検討会①：9 月 8 日(日)開催済み。
会場：あやかりの杜(北中城村喜舎場）
事例報告 5 名。事例検討 12 名（うち新規受講 8 名、既習者の参加 4 名）
収入 65,000 円（参加費 15,000 円+県士会補助金 50,000 円） 支出 29,161 円
差引残高 35,839 円
アドバイザー：幸地睦子（県立精和病院作業療法士）、矢野俊恵（南部病院作業療法士）
２．現職者選択研修(身体障害)：12 月 1 日(日)開催予定。
会場：琉球リハビリテーション学院
３．日本作業療法士協会認定作業療法士取得研修 選択－12：12 月 7 日(土)－8 日(日）開催予定
定員 20 名、現在申し込み 24 名（県内 10 名、県外 14 名）
会場：おもと天久の杜 大浜第一病院ふれあいホ ール
会場 2 日間で別々の予定でしたが、天久の杜にキャンセルが出たため１本化できた。
琉球新報本社ビルはキャンセル。
４．事例検討会②：平成 26 年 1 月 19 日(日)開催予定。
５．日本作業療法士協会 SIG 登録：「沖縄活動分析研究会」、その他研究会対応できていません。継続課題。
６．第 2 回生涯教育制度推進担当者会議：10 月 5 日(土)12:30～16:30、東京都千代田区
主催は日本作業療法士協会。交通費は協会持ち。土田出席予定。
７．士会裁量ポイント：
教育部でも意識して声かけしていきますが、各部より士会裁量ポイントの対象者が発生した場合にはリス
トの提出をいただけると助かります（一旦提出いただいて、年度内の重複配布がないことを確認後配布作業
に入ります。事業開催前にいただけると当日に配布していただきやすくなります）
８．マニュアル類の整理・公開
制度がかなり複雑になってきていることから、対応のマニュアルを整備。県士会ホームページに掲載。
会員と教育部員が同じマニュアルを参照しながら対応できる形にしていく。
5)事業部
理事：下里綱
１．OT フェア
・各病院・施設、県内高等学校、市町村役場、福祉協議会へポスターの発送済み。
・各病院、研究会へ依頼していた展示用のパネルは全て作成され受け取り済み。
・当日搬入するテーブル、物品等々はすでに役割分担し段取り済み。
２．ポロシャツの件
・20 枚×￥2,300 にて交渉中。ポロシャツの色はオレンジ。
胸に県士会のロゴマークと”Occupational Therapists”
、後ろに”沖縄県作業療法士会”のデザインとした。

6)広報部
理事：田村浩介
１．ホームページについて
・「施設リレー」「コラム」について継続依頼。
・その他コンテンツについては、引き続き、随時、受け付け、アップする。
・ホームページリニューアル費用の残り半分(後期分)の支払いについては、各部からのコンテンツを揃えながら工程
表を確認し、日程を決めた上で業者へ支払う予定。
7)福利厚生部
特になし

部長：桑江良貴

8)渉外部
特になし

部長：安里克也

9)保険部
特になし

理事：比嘉一仁

10)比嘉会長
１．九州合同学会について：11 月の九州合同学会および学会中の会議に参加予定。
２．精リハ学会について：九州合同学会の翌週に「精リハ学会」が沖縄で開催される。運営委員として比嘉会長参加
予定。民泊や募金等依頼があればご協力よろしくお願いします。
11)安里副会長
１．災害リハビリテーションコーディネーター研修会参加者について
前回理事会で「精神科領域の OT で人選する方針」となったが、実際に被災地に派遣された OT の意見では「精神
科領域の OT が関わるのは、被災直後ではなく、PTSD 等ある程度時間が過ぎてからになるのではないか」等の意見
があり、再度、比嘉会長・安里副会長で人選を行う(安里副会長の名前で一旦申し込む事も検討)。
12) 比嘉副会長
１．「生活行為向上マネジメント」の伝達について
県学会での「生活行為向上マネジメント」の伝達依頼あり(パイロット事業の報告依頼もあった)。
13)その他
１．法人移行準備委員
法人移行準備委員：石川丈
9 月 2 日付けで申請済み。今のところ県からの資料訂正等の問い合わせはない。
法人移行後、財務上の運営のしやすさからも、新法人スタートは平成 26 年 4 月１日予定としたい。
２．学会
学会長：比嘉靖、担当理事：石川丈
演題募集を１週間延期(9 月 20 日まで)。現在 15 演題(身障:13、精神:1、研究会:1)。約 30 題募集予定。
大まかな流れとして、AM:発表(8 セッション)、PM:特別企画(15:00～30 周年記念式典)。
特別企画としては、パイロット事業、生活行為向上マネジメント、認知症、精神科就労支援、特別支援教育、
福祉用具 等を検討中。
※9 月 19 日(木)19：00～沖縄中央病院にて運営委員会開催予定。今後の学会運営に関するマニュアル整備及び
来年度の学会日程なども考慮しながら協議を進めていく。

