平成 25 年度

第９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 12 月 17 日(火) 19 時 00 分～21 時 10 分
３． 理事総数：7 名
４． 出席理事：比嘉靖、安里克也、石川丈、土田真也、田村浩介、山城峻、久貝明人
※嘉数栄司(財務部員)、西野陽亮(事業部長)、大城圭(学会実行委員長)
【審議事項】
1)事務局
１．会員動向について
【入会：2 名】

【承認】

２．後期総会の日程について 【審議継続】
前回理事会で『平成 26 年 3 月 15 日(土)19：00～ 沖縄県総合福祉センター開催予定で調整』となったが、
宇田監事の出席が難しいとの事(3 月 1 日(土)・8 日(土)・29 日(土)なら調整できそうとの事)。
⇒3 月 8 日(土)に小金澤監事が出席可能か確認後、再度日程調整。
2)安里副会長(渉外部)
１．厚生分野に係る平成 26 年度秋の变勲並びに褒章候補者の推薦について 【承認】
⇒今回は推薦者なし。来年度からは推薦できるよう情報を整理していく。
２．平成 26 年沖縄県医師会新年祝賀会並びに医事功労者表彰式出席について
⇒比嘉会長出席予定。

【承認】

３．平成 25 年度第 1 回沖縄県医療保健連合(なごみ会)幹事会並びに懇談会出席について
⇒比嘉会長・安里副会長出席予定。
４．沖縄県介護支援専門員協会 10 周年記念式典出席について
⇒欠席となるが祝電を送る。

【承認】

【承認】

3)田村理事(広報部)
１．広報誌 1 月号原稿について 【承認】
⇒1 月中に発行予定。各担当者に記事を依頼していく。
原稿 巻頭言：比嘉会長
事務局より、一般社団法人移行作業の進捗状況報告：久貝事務局長
第 11 回沖縄県作業療法学会：比嘉会長より、大城実行委員長へ依頼
パイロット事業：田村より喜田さんへ依頼
研修報告：久貝事務局長より玉城さん(宜野湾記念病院)へ依頼
芸能部：西野部長
※原稿締切：12 月いっぱい

【報告事項】
1)事務局
１．会員の動向について
【異動：1 名】

局長：久貝明人

２．受理文書について
日本作業療法士協会(平成 25 年度老人保健健康増進等事業『認知症初期集中支援チームに対応する作業療法士のため
の研修会』研修会開催についてのお知らせ)、熊本県士会(一般社団法人設立のご挨拶)、他都道府県士会ニュース・会
報誌・学術誌・研究冊子(山口、山梨、兵庫、熊本、滋賀、高知、香川、奈良)、他団体ニュース(沖縄県手をつなぐ育
成会、沖縄県理学療法士協会、沖縄県脊髄損傷者協会、沖福連)、沖縄県社会福祉協議会(平成 25 年度生活習慣病予防
研修会開催のご案内、沖縄県総合福祉センターにおける年末・年始について(お知らせ)、お礼(後援)、平成 26 年沖縄
県総合福祉センター新春懇談会への御案内及び新春懇談会費の協力について)、ぎょうせい沖縄事務所(『地方公務員
ダイアリー2014』のご案内について)、沖縄県医師会(第 6 回県民公開講座「今日から始める明日への健康」の後援依
頼についてのお願い(報告)、平成 26 年沖縄県医師会新年祝賀会並びに医事功労者表彰式の開催について(ご案内)、平
成 25 年度第 1 回沖縄県医療保健連合(なごみ会)幹事会並びに懇談会の開催について)、沖縄県福祉保健部(厚生分野に
係る平成 26 年度秋の变勲並びに褒章候補者の推薦について、薬物再乱用防止教室の実施について)、沖縄県福祉ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ協会(臨床美術作品展)、第 19 回全国地域作業療法研究大会(第 19 回全国地域作業療法研究大会への後援のお願い)、

沖縄県介護支援専門員協会(第 10 回沖縄県介護支援専門員研究大会への後援名義の使用について、沖縄県介護支援専
門員協会 10 周年記念式典のご案内)、沖縄県腎臓病協議会(慢性腎臓病(CKD)予防ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ)、沖縄県介護福祉士会(会
長就任について)、チーム医療推進協議会(「チーム医療による災害支援ー他職種連携の推進に向けてー」研修会ちら
し送付について)、沖縄県医療推進協議会(お礼(沖縄県医療推進協議会協力))
３．平成 26 年沖縄県総合福祉センター新春懇談会出席について
平成 26 年 1 月 6 日(月) 入居団体の話し合い等もあるため久貝が出席(昨年は事務員が出席)
2)財務部
１．会費について（11 月 1 日～11 月 30 日）
会費収入 8 件（県士会指定口座への直接納入：4 件、コンビニ納入分：4 件）
２．会費納入率（11 月末時点）
平成 24 年度：73.1％ 平成 25 年度：74.2％
３．会計打合せ：11 月 29 日（火）
４．来年度予算案：会計事務所も交えて作成していく。

参加費 2,000 円
部長：山城峻

3)学術部
部長：石川丈
１．FAX 送信について：地域連携リハビリテーション研究会と九州士会長会主催合同研修会案内を FAX 送信済み。
２．学術誌「沖縄県作業療法研究～第 6 号～」発行について：
現在、編集中。投稿原稿中の図の編集に時間がかかっている(編集作業を業者委託する事も今後の検討事項)。
３．九州士会長会合同研修会について
開催日：平成 26 年 2 月 8 日(土) 14：00～17：45（懇親会：18：30～）
9 日(日) 10：00～13：00
テーマ：「マネジメントに活かすコーチング手法」～「聴く力」
「伝える力」を高めるために～
講 師：島袋十史樹 先生 (プラスコミュニケーションズ代表)
場 所：i スクエア 市民活動センター（佐賀県）
参加費：１０００円
参加申し込み期限：平成 25 年 1 月 20 日
※来年度からは臨床実習指導者研修会の案が出ている。
４．研究会発足について
中村さん(琉球リハビリテーション学院)より「認知症研究会」発足の相談あり。
来年度発足に向けて、2 月頃講習会を企画中。
2 月 2 日に東京で開催される「認知症初期集中支援チームに対応する作業療法士のための研修会」への派遣者と共に
伝達講習する事も検討中(今後、担当者間で調整)
4)教育部
部長：土田真也
１．現職者選択研修(身体障害)の開催：12 月 1 日(日)9：00～16：20
会場：琉球リハビリテーション学院
講師：永山督さん（琉球リハビリテーション学院）、下里綱さん（大浜第一病院）
屋良樹一さん（沖縄協同病院）、矢野俊恵さん（南部病院）
受講者：23 名
会計：収入 受講料 92,000 円＋県士会補助 10,000 円＝102,000 円
支出 58,893 円
内容が疾患別となり、受講者アンケートの満足度は時期別で行なっていたときよりも高かった。
現場は時期別に機能分化される中での、疾患別の講義で講師の選定には難渋した。
研修会場が南部に偏りがちであったでの北部での会場選定をしたが、北部からの受講者はいなかった。
２．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）の運営協力
定員 20 名。総申し込み者は 32 名。
但し、キャンセル等もあり最終的には 26 名（県内 10 名、県外 16 名）の受講。
会場：おもと天久の杜 大浜第一病院ふれあいホール
協会事業ではあるが県士会員が生涯教育制度の受講、認定 OT の取得機会を確保するために積極的に協力している。
次年度以降の開催要請について戦略立てが必要（希望者が尐ない中で強行。欠員が多いとかえってマイナスイメージ）。
３．事例検討会②：平成 26 年 1 月 19 日(日)開催。
発表者募集：締め切り 12 月 4 日→応募 1 名。
締め切り 2 週間後に応募の打診が 1 件あり→今回はお断りした。会場、アドバイザー調整中。

４．マニュアル類の整理・公開（継続中）
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していく。
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。
現在、内容について教育部内で調整中。項目はリストアップ済み。1 月の会議で内容確認後、ホームページへの掲載
依頼とする。
５．SIG 申請についての問い合わせ：2 件

→対応できていない。1 月理事会には審議にかけられるようにしたい。

5)事業部
１．平成 26 年度県民健康フェア開催希望日について
下記の通り FAX 返信済み。
第 1 希望：平成 26 年 8 月 16 日(土)～17 日(日)
第 2 希望：平成 26 年 10 月 25 日(土)～26 日(日)
第 3 希望：平成 26 年 11 月 29 日(土)～30 日(日)

部長：西野陽亮

6)広報部
１．県 OT 学会について
12/12(木)県 OT 学会準備ミーティングに参加(中村副部長)
<HP に掲載していくもの(一部は、既に掲載済)>
・当日プログラム(タイムテーブル) ・口述演題者のデータファイル送付・
・2/16 おきなわマラソン交通規制の注意喚起
<琉リハから FAX> ・事前申し込み締め切りのカウントダウン FAX

理事：田村浩介

作成要綱

7)福利厚生部
１．30 周年記念式典について（検討事案）
①予算案⇒大幅に増額しそうです。交渉中や検索中がありまとまっていません。
②表彰者⇒2 名で決定。（金城光政氏 簗瀬誠氏）
③招待者（招待案内先）⇒県内関係団体と九州各ＯＴ県士会など
④その他（表彰副賞に必要性など）

部長：桑江良貴

8)渉外部
部長：安里克也
１．芸能クラブについて
WFOT のオープンセレモニー参加に向けて動き始めている(レセプションにてエイサー演舞予定)
２．11 月 20 日(水)「こころの芸術文化フェスティバル」開会式参加(安里渉外部長)
9)保険部
特になし

理事：比嘉一仁

10)安里副会長
１．「認知症初期集中支援チームに対応する作業療法士のための研修会」の派遣者について：増尾さん(天久台病院)
平成 26 年 2 月 2 日 東京にて開催。
11)比嘉会長
１．九州作業療法士会長会より
・九州合同学会の主たる事務局を鹿児島に置くことになった。
・九州合同学会の名称を統一予定(毎年学会の名称が変わらないように)。
・九州は、WFOT への寄付を検討している士会が多い。
12)その他
１．法人移行準備委員

準備委員：石川丈

法人移行後、解散総会および設立総会の開催義務について医務課へ確認。開催の規定等は特にない。
定例の総会はこれまで通り開催が必要。
２．学会
・予算案及び当日スケジュールの確認。
・出張願いを作成し、HP へ掲載予定(掲載の旨は FAX にて広報予定)。役員依頼も作成予定。
・生涯教育ポイントシールの配布可能範囲及び配布方法を確認。

