平成 27 年度

第 11 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 27 年 2 月 3 日(火) 19 時 00 分～21 時 45 分
３． 理事総数：8 名
４． 出席者 監事：宇田薫、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、田村浩介、山城峻、久貝明人
５． 欠席者 理事：桑江良貴、下里綱
６． 議長選任：定刻に至り、本日の第 11 回理事会は定数を満たし有効に設立した旨を告げ、議長の選任を諮ったとこ
ろ、満場一致をもって県立中部病院 比嘉靖氏を議長に任命した。続いて審議事項に入った。
議事の経過の要領及び議案別議決の結果。
【審議事項】
1)事務局
１．会員動向について 【承認】
【入会：3 名】
【休会(新規：平成 27 年度)：1 名】
２．養成校卒業式出席について 【承認】
(1)琉球リハビリテーション学院 平成 27 年 3 月 7 日(土)12：00～ うるま市石川会館
→平成 27 年 2 月 13 日(金)までに返信：比嘉会長出席
(2)沖縄リハビリテーション福祉学院 平成 27 年 3 月 8 日(日)10：00～ 学院 7 階講堂
→平成 27 年 2 月 20 日(金)までに返信：安里副会長出席
３．NTT コミュニケーションズ「0035 ビジネスモード」の検討 【承認】
「0035 ビジネスモード」はスマートフォン、フィーチャーフォン問わず、個人の持っている携帯電話でプライベート通
話とビジネス通話の料金を分ける事ができ、ビジネス通話のみを会社へ請求できるサービス。
2014 年 11 月 4 日㈫～2015 年 4 月 17 日㈮までに「0035 ビジネスモード」を申し込み、2015 年 5 月 29 日までに開通し
た場合、初期費用 3,240 円(税込)が無料。
⇒導入の方向となる。
2) 石川理事(学術部)
１．第 13 回沖縄県作業療法学会開催について 【承認】
比嘉会長、山城理事、石川で、第 12 回学会の収支確認および次回学会の運営委員などの検討を行っている。
来年度の学会も 11 月開催とし、他の研修会や学会と重ならないよう調整していきたい。
開催日(予定)：平成 27 年 11 月 29 日
会 場(予定)：沖縄県総合福祉センター
3）田村理事(地域包括ケアシステム推進委員長)
１．生活行為向上マネジメント研修会の計画とブロック制について
年度内中に研修会を開催予定。ブロック制については継続検討。
２．新総合事業に関する問い合わせ窓口と地区担当者について
明日の委員会にて再検討。

【継続検討】

【継続検討】

4)比嘉会長
１．後期総会について
・スケジュール 18:30～伝達講習①「臨床実習指導者養成研修会」 大浜第一病院 松原良憲氏
19:00～伝達講習②「リハビリテーション専門職の市町村事業への派遣協力体制の整備に関す
る調査報告事業の地域リハビリテーションコーディネーター養成研修会」
大浜第一病院 吉嶺綾乃氏
19:30～後期総会
・議案書および予算案の修正締め切りは、事務局から連絡を行う。

【報告事項】
1)事務局
１．会員の動向について
【異動：2 名】
【改姓：2 名】
【住所変更：2 名】

局長：久貝明人

２．受理文書について
他都道府県士会ニュース・会報誌・学術誌・研究冊子(東京・長崎・群馬・神奈川)、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、沖縄県精神保健福祉会連合会、沖縄県脊髄損傷者協会)、沖縄県医師会(第 6
回沖縄県医師会県民健康フォーラムの案内、第４回在宅医療連携システム構築に係る小委員会開催について、沖縄県
医療推進協議会の協力お礼と決議書)、沖縄県社会福祉協議会(「介護の日」講演会後援のお礼)、沖縄県保健医療部薬
務疾病対策課(平成 26 年度薬物関連相談窓口担当者意見交換会について)、沖縄県介護支援専門員協会(「第 11 回沖縄
県介護支援専門員研究大会」後援のお礼と冊子)、沖縄県学童保育連絡協議会(第 27 回沖縄県学童保育研究大会のお礼
と報告集送付)、沖縄県総合福祉センター受変電設備精密点検実地の案内、NPO 法人心ひまわり(癒し大学、設立記念フ
ォーラム＆体験会チラシ)、NPO 法人沖縄県脊椎損傷者協会(ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学を活用した生活セミナー)、日本医療機能
評価機構(Minds2015 のご案内、｢Minds2020 に向けた展望と課題」)、琉球リハビリテーション学院(平成 26 年度卒業
式のご案内)、沖縄リハビリテーション福祉学院(平成 26 年度卒業式のご案内)、年賀状(6 枚)
３．日本作業療法士協会 会員資格喪失者への連絡報告
日本作業療法士協会：平成 26 年度会員資格喪失者 34 名中、沖縄県作業療法士会非会員 10 名、沖縄県作業療法士会
員 24 名でした。沖縄県作業療法士会員 24 名に対し 2014.12 月末に「日本作業療法士協会と沖縄県作業療法士会へ
の再入会の意思確認」について電話で問い合わせを致しました。
→①日本作業療法士協会・沖縄県作業療法士会への再入会の意思あり：３名
②日本作業療法士協会・沖縄県作業療法士会への再入会検討中：３名
③日本作業療法士協会・沖縄県作業療法士会への再入会の意思なし：６名
④所属先や個人の携帯に連絡を入れるが、本人と連絡つかず、折り返しの電話も来ない為、意志確認がとれな
かった方：１１名
⑤所属先を退職し、個人の連絡先も不明な為、連絡がつかない方：１名
４．沖縄県在宅医療連携体制推進委員会第 4 回在宅医療連携システム構築に係る小委員会の開催について
①小委員会：平成 27 年 2 月 19 日(木)19：30～21：00 沖縄県医師会館 2 階・会議室 1
→平成 27 年 2 月 13 日(金)までに返信
②在宅医療連携システム基本情報項目に係るアンケート調査
→平成 27 年 2 月 6 日(金)までに返信
５．多職種連携研修(浦添市)に関する協力依頼について
浦添市医師会より、実行委員メンバー及び研修への参加の協力依頼。近日中に正式な依頼文が届くとの事
(現段階ではメールでの声掛けのみ)。
６．航空券等の手配について
沖縄ツーリスト(浦添店)にて、代金の振込やメールでのチケット送信等の対応が可能との事。
この方法であれば、航空券の手配等を事務員さんでも対応可能。
７．メールアドレスについて
サーバーの不具合で、宇田監事と下里理事のメールアドレスを一時変更していましたが、復旧したとの事で、以前
のアドレスへ戻して下さい。
2)財務部
１．会費について（1 月 1 日～1 月 31 日）
会費収入 30 件（県士会指定口座への直接納入：18 件、コンビニ納入分：12 件）
２．会費納入率（1 月末時点）
平成 26 年度：62.6％ 平成 25 年度：71％
３．会計打合せ：1 月 27 日（火）

部長：山城峻

コンビニ伝票が 2 月 10 日までしか使用できない旨の FAX 広報を行う。

3)学術部
部長：石川丈
１．研究会募集について
先週、研究会募集要項をＦＡＸ送信およびＨＰ掲載を行った。応募期限が２月２８日(金)までとなっている。
今回の募集から責務に関して、学術誌での活動報告を実施することで一部修正を加えている。
２．学術誌について
応募件数に変化なし。その他、パイロット事業報告と研究会活動報告などを掲載。
応募締切が２月１３日(金)までとなっている。募集期限の延長はせず、印刷会社と編集などを調整。
３月中には発送できるよう進める。
３．九州士会長会主催合同研修会について
平成２７年２月７～８日に長崎県にて開催。比嘉会長、久貝理事、中村千枝氏(運営委員)、安村勝也氏(士会推薦者)が
会議および研修会に参加。
4)教育部
部長：土田真也
１．事例検討会②：1 月 25 日開催済み
発表者 7 名、事例検討参加者 9 名
会場：浦添市社会福祉センター
アドバイザー：砂川厚氏（嬉野の園）、喜納俊介氏（中頭病院）、玉城高信氏（宜野湾記念病院）、土田真也氏（おも
ろまちメディカルセンター）
２．日本作業療法士協会 認定作業療法士取得研修「管理運営」：1 月 31 日～2 月 1 日
今回は現地士会として準備には関われなかったが、当日の運営の補助に入りながら、情報交換等行った。
受講者は 11 名、うち県内の受講者は 4 名。
講師は陣内大輔氏（JAOT 理事、国際医療福祉大）、小林毅氏（JAOT 理事、千葉県立保健医療大）、福井信佳氏（関西
福祉科学大学）の 3 名。
３．県内の基礎研修修了者の状況
時期が遅くなり情報は活用できなかったが、２の広報のために、沖縄に籍を有する基礎研修修了者の情報開示を OT
協会に行なっていた。
1 月 13 日現在、基礎研修修了者は 88 名（うち、有効期限内 26 名、有効期限切れ 62 名）。
新規の修了者を輩出できるようにすることと並んで、基礎ポイントの有効期限がなくなっているので、改めてその情報
の周知等、 期限切れの会員を再度制度に乗せていく支援が必要。
5)事業部
特に無し

理事：下里綱

6)広報部
理事：田村浩介
１．明日の地域包括ケアシステム推進委員会を経て、地域包括ケアシステム推進委員報告書 NO2 と合わせて、各部へ
広報誌原稿依頼をします。
２．地域包括ケアシステム推進委員会フェイスブックページを作成しました。会員の皆様への情報発信と質問や意見
の受付、交流が目的です。
7)福利厚生部
特に無し

部長：桑江良貴

8)渉外部
１．「都道府県士会における災害対策に関する現状調査」について
安里副会長が窓口担当者としてアンケート協力。

部長：安里克也

9)保険部
特に無し

理事：比嘉一仁

10)比嘉副会長
１．1 月 31 日・2 月 1 日の行われたＭＴＤＬＰ研修会の報告を田村理事か比嘉副会長が行う予定。

11)比嘉会長
報告
・地域包括ケア推進委員会（1/21：県立中部病院）
・沖縄県医療推進協議会（1/22：ロワジ―ルホテル） 消費税増税分を社会保障費へとの決議文採択
・介護予防従事者研修会（1/25：てだこホール）県と協力して運営
・北部地区勉強会に参加（1/30：北山病院）地域包括ケア推進計画の進捗状況報告
・沖縄県栄養士会の地域包括ケアについての講演会（1/31：沖縄県総合福祉センター）沖縄県栄養士会役員意見交換
予定
・地域包括ケア推進委員会（2/4：県立中部病院）
・宮古島訪問（2/5・6）地域包括支援センター訪問、会員訪問
・九州士会長会会議（2/7：長崎市）
・リハ工学カンファ実行委員会（2/10：砂田義肢）
・４７士会キックオフ会（2/15：東京都）
12)その他
１．第１２回沖縄県作業療法学会学会
比嘉会長、山城理事、石川の方で収支確認を実施。
収入\718,500(補助費、参加費収入)
支出\422,936(賃借料、印刷費、会議費、託児所委託など)
残高\295,564(役員交通費が未支給。約 10 万円は減る見込み)
2 月中旬に運営委員反省会の際に、交通費の支払いを行うことになっている。
２．地域包括ケアシステム推進委員会
・大分県視察について、詳細は、報告書 NO2 で報告します。
・第 3 回生活行為向上マネジメント全国推進会議について
・北部地区勉強会と地域リーダー
・地域包括ケアシステム推進委員会の進捗状況

担当理事：石川丈

担当理事：田村浩介

