平成 26 年度

第 2 回 一般社団法人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 26 年 5 月 20 日(火) 19 時 00 分～21 時 30 分
３． 理事総数：10 名
４． 出席者 監事：小金澤賢司
理事：比嘉靖、安里克也、比嘉一仁、石川丈、土田真也、桑江良貴、田村浩介、下里綱、山城峻、久貝明人
その他：久田直希(広報部長)
【審議事項】
1)事務局
１．会員動向について
【入会：2 名】

【承認】

２．総会議案書について 【承認】
第１号議案：平成 25 年度事業報告
第２号議案：平成 25 年度決算報告
第３号議案：平成 26 年度予算報告
※その他、各部署からの報告内容を参加者全員で確認。
2)田村理事(広報部)
１．広報誌について 【承認】
平成 26 年度の広報誌は 2 回発刊予定。広報誌の内容を会員向け、ホームページの内容を一般向けと明確化していく。
尚、一般向けのリーフレットやパンフレットを作成予定。
２．WFOT 広報ブースについて 【承認】
九州ブロックとして出展。沖縄県士会の活動紹介として、イベントの写真や士会で作製した T シャツの展示を検討し
ている。別のアイデアがあれば広報部まで連絡。
3)石川理事(学術部)
１．各施設作業療法部門責任者(代表)へのメール送信について 【承認】
研究会ミーティングにて、事務局の業務軽減も考慮しメールでの広報の提案があった。
事務局対応にて、メールを希望する施設へは、OT 部門責任者(代表)に限りメールでの広報を行っていく方針となる。
「会員個人への対応は行わない」
「責任者の変更等に伴いアドレスの変更がある場合は速やかに報告を行う」等、広
報内容も含め、規定を定めてから各施設へ FAX で希望をとる。
※メールの希望があった場合でも、当面はメールと FAX の両方が届く事になる。
4)比嘉会長
１．協会・九州士会長会関連の派遣者検討
① 士会長会主催「地域ケア会議に向けた研修会」への派遣（２名） 締切 ６/１4
麻生リハビリテーション大学校 ６月２９日（日）10 時～17 時
⇒比嘉会長・田村理事出席
② 第１２回 協会・連絡協議会合同役職者研修会の派遣（２名） 締切 ６/１３
東京都渋谷 シダックスホール 7 月２６日（土）１２時～、懇親会１９時～、２７日（日）9 時～12 時
⇒継続検討
２．IT 機器レンタル事業説明会の開催日調整 【承認】
６月開催予定 変更→９月１３日・１４日（連休）
３．芸能クラブ：WFOT 大会への取り組み 【継続審議】
エイサー指導を宜野湾大山青年会 （3/18.4/1.4/15.4/29：計４回） 講師料としての追加支出の検討
⇒支出項目等継続検討。
４．介護保険事業者への指定一部効力の停止について
団体対応の考え方
⇒匿名にて「介護保険事業者への指定一部効力の停止について」の投函あり(詳細は県の HP 参照)。
総会にて会員への注意喚起を促していく方針となる。

【報告事項】
1)事務局
局長：久貝明人
１．会員の動向について
【異動：5 名】
【退会：1 名】※監事より：今後、会費納入状況の確認をし、必要なら支払いを促すよう指摘あり。
【改姓：3 名】

２．受理文書について
日本作業療法士歌謡界(パンフレット・広報誌オペラ等の配布申込のご案内、
「福祉用具相談支援システム運用事業」
ご案内について、第 16 回世界作業療法士連盟大会における企画への協力について、作業療法推進活動用ポスター受付
について)、他都道府県士会ニュース・会報誌・学術誌・研究冊子(山口、北海道、東京、福岡、長野、大阪、奈良、
大分、広島)、他団体ニュース・会報誌・学術誌・研究冊子(沖縄県手をつなぐ育成会、沖縄県薬剤師会、沖福連、沖
縄県社会福祉協議会)、沖縄県医師会(平成 26 年度沖縄県医師会在宅医療に関する県民公開講座開催に伴う後援依頼に
ついて)、沖縄県社会福祉協議会(2014 福祉機器展開催案内について、平成 26 年度沖縄県介護支援専門員実務研修受講
試験申込について)、兵庫医科大学病院(脳卒中片麻痺に対するリハビリテーションに関する講習会の講師派遣につい
て)、口から食べる幸せを守る会(『口から食べる幸せを守る会 沖縄実技セミナーならびに研修会』ご共催またはご
後援のお願い)、昭和大学医学・医療振興財団(第 1 回「昭和上條医療賞」(平成 26 年度顕彰)募集について)、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)、沖縄県保健医療部(平成 26 年度沖縄県功労者表彰候補者の
推薦について)、沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課(介護保険事業者の指定の一部の効力の停止について)、沖
縄県失語症友の会(沖縄県失語症友の会議案書の送付)、テクノエイド協会(福祉用具情報誌の送付について)、第 26 回
日本ハンドセラピィ学会学術集会(第 26 回日本ハンドセラピィ学会学術集会開催のご報告とお礼)、日本医療機能評価
機構(Minds 事業の普及に関するポスター・リーフレットの送付につきまして)、沖縄県歯科医師会(沖縄県口腔保健医
療センター竣工に伴う本会移転のお知らせ)、那覇市役所(平成 26 年度市民税・県民税の特別徴収について)、沖縄県
医師連盟(沖縄市長選挙について)、沖縄県栄養士会(平成 25 年度栄養ケア活動支援整備事業報告書送付について)、沖
縄県 病院事業局 県立病院課(平成 26 年度沖縄県病院事業局職員選考採用試験募集要項の配布について)
３．平成 26 年度前期総会について
平成 26 年 6 月 14 日(土) 19：00～ 沖縄県総合福祉センター 第 7 会議室(西棟 4 階)
議案等について：議案書参照
・議長団 議長：嘉数栄司氏(沖縄リハビリテーション福祉学院)に依頼予定。
議事録署名人：崎原幸枝氏(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)
書記：事務局で選定。
※総会議案書は 6 月 3 日頃までに発送予定。
４．ＷＦＯＴへの企画協力について
各都道府県士会の活動や広報媒体の展示の為、以下 3 点の提出の協力依頼。
①ロゴマーク ②パンフレット ③刊行誌
５．作業療法推進活動用ポスター受付について：事業部へ依頼。
６．事務員について：会員からの紹介が 1 名いましたが、本日断りの連絡をいただきました。
７．コンビニ伝票の発送について：来週中に発送予定。
８．自宅会員へのＦＡＸ・メール送信について：希望アンケートを発送予定。
９．ＯＴ協会会員資格喪失者について：53 名中 6 名復帰。その他の会員との連絡はとれていない。
10．ＯＴ協会からの現況調査表：5 月 29 日までに久貝まで返信。
2)財務部
１．会費について（4 月 1 日～4 月 30 日）
会費収入：4 件（県士会指定口座への直接納入：4 件、コンビニ納入分：0 件）
２．会費納入率（4 月末時点）
平成 25 年度：10.2％
平成 26 年度：0.6％
３．会計打ち合わせ：4 月 15 日（火）

部長：山城峻

3)学術部
部長：石川丈
１．学術誌「沖縄県作業療法研究～第 6 号～」発行について
4 月中旬に印刷を終了し、各会員へ郵送したが、投稿者の氏名を誤って印刷してしまった。
原稿募集後の編集作業の遅れも含めてお詫び状や正誤表を作成し、各会員へ郵送する。
２．研究会ミーティングについて
開催日：4 月 30 日(水)19:00～
内 容：①FAX 送信の方法について
定期的な FAX 送信対応は困難な為、送信日を固定し、送信内容を『開催日』
『開催場所』
『内容』
『参加費』
等とし、詳細を県士会 HP で確認することを提案。
「研究会案内等は HP のみでは周知されにくい」
「各所属
長宛にメールで送信する」など更なる対策を検討してほしいと意見があった。
※FAX 送信は毎月 20 日までに学術部へデータ提出することとなった。
②研究会報告について
学術誌へ研究会報告を 1 ページ以内で実施することを提案し、了承が得られた。
③新入会員オリエンテーション開催案内
④支援金受渡

4)教育部
１.今年度教育部事業日程
現職者共通研修：7 月 27 日
事例検討会①：9 月 7 日
事例検討会②：2 月 1 日
現職者選択研修（精神障害）
：未定

部長：土田真也

5)事業部
理事：下里綱
１．県民健康フェアについて
平成 26 年 4 月 23 日（水）になごみ会主催県民健康フェア第 1 回実行委員会へ枝川真美（大浜第二病院）が参加。
平成 26 年 8 月 17 日（日）12：00～沖縄コンベンションセンターにてに予定通り開催。
県民健康フェア開催に係る検討事項について回答用紙を記載し FAX にて配信した。
※前回同様なのでその旨を記入し配信。
２．OT フェアについて
平成 26 年 5 月 12 日（月）に事業部会を開催。平成 26 年 9 月 28 日（日）開催予定としているが、10 月 5 日（日）
を第二希望として話を詰めている。先方への確認を今月中に行う予定。
イベント内容は昨年同様、OT・各領域 OTR の紹介（パネル展示）、小児領域、精神科領域の作品展示、創作活動体
験、進路・介護相談に加えて、認知症に特化して OT をアピールしていきたいと考えている。認知症についての発
信については今後専門領域で活躍している OT へ相談していく予定。
6)広報部
WFOT 時の掲示や出展に関して

部長：久田直希

7)福利厚生部
部長：桑江良貴
新入会員歓迎会の報告
日時：平成 26 年 5 月 10 日（土） 20：00～21:00
場所：沖縄県総合福祉センター西棟第 7 会議室
参加者：６５名
内容：①各研究会の紹介と活動案内 ②県士会活動の紹介（写真スライド） ③歓談 ④その他
振り返り：
・会場設営をあまり手を加えない形で行う予定だったが、当日その場で臨機応変に対応していただき、良い雰囲気
になって会を進められた。
・準備したオードブルや飲み物は、多尐の残りは出たものの、適当であったと思われる。
・会の内容については、各研究会からの紹介や案内に時間を費やしたが、熱心に聞いている状況があり、両者にと
ってとても良い機会になったのではないかと感じた。
・県士会活動の紹介については、準備不足により十分ではなかったが、写真を通した紹介が参加者もスクリーンを
よく見ていたように感じた。
・会では、紹介、飲食、交流など多くの要素が詰まっているため、1 時間はあっという間に過ぎてしまっている。
・その他
8)渉外部
特に無し。

部長：安里克也

9)保険部
特になし。

理事：比嘉一仁

10)比嘉副会長
１．生活行為向上マネジメントについて：研修会を企画予定。
11)比嘉会長
１．協会代議員総会出席予定：５月３１日（土）東京都 笹川記念館
２．都道府県連絡協議会 総会出席予定：６月１日（日）東京都 TKP 浜松町ビジネスセンター
３．医師会連盟 選挙決起大会 ４月１７日出席済み
12)その他
１．法人移行準備委員会
準備委員：石川丈
解散および設立登記が完了した。移行登記完了書を作成し、行政庁および旧主務官庁へ提出していく。
◎行政庁：法人移行インフォメーションに必要書類添付や公益支出金額等を入力し、送信する。
◎旧主務官庁：移行登録完了書を作成し、認可通知書、認可書、全部証明書を郵送する。

２．第１２回沖縄県作業療法学会について
学会担当理事：石川丈
開催日：平成 26 年 11 月 2 日(日)9:00～
会 場：沖縄県総合福祉センター ※ゆいホール、401 号、402 号、403 号、506 号教室を仮予約済み
テーマ：沖縄県における地域社会の未来 ～地域における作業療法の可能性～
内 容：①口述発表およびポスター発表
②シンポジウム⇒県職員および市町村職員を招き、地域における作業療法士に求められること等を県士会員
とともに考える。
運営スタッフに関しては、今回は中部地区の病院や施設へ協力依頼していく。

