平成 27 年度

第 4 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 7 月 21 日(火) 19 時 00 分～21 時 30 分
３． 理事総数：7 名
４． 出席者 監事：宇田薫、小金澤賢司
理事：比嘉靖、久貝明人、石川丈、土田真也、田村浩介、山城峻、下里綱
欠席：安里克也、桑江良貴
研修報告：末吉珠代
５． 議長選任：定刻に至り、本日の第 4 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)久貝理事(事務局)
１．会員動向について
【入会：13 名】

【承認】

2)田村理事(広報部)
１．広報誌について 【継続検討】
発行するかを広報部で再検討。
２．沖縄県リハビリテーション専門職連絡協議会から 【継続検討】
・依頼されたリーフレットについて予算の確認。
⇒予算案を組んでないが、３団体でのパーセンテージのやり取りの議事録があれば立替は可能。
今後予算案を作成。
・会則について(前回会議後に訂正)⇒特に異議なし。
3)土田理事(教育部)
１．県士会主催・共催研修会 受講者募集時の流れについて
事務局等の関連部署も含めて検討していく。

【継続検討】

4)比嘉会長
１．代議員選挙運営委員の推薦について 【承認】
人数：1 名 任期：平成 27 年 8 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日
士会役職との兼任可。代議員への立候補は不可。
⇒崎原幸枝氏(沖縄リハビリテーション福祉学院)を推薦予定。

返信期日：平成 27 年 7 月 31 日

【報告事項】
1)事務局
１．会員の動向について
【退会：2 名】
【異動：8 名】
【会員番号の変更：１名】

局長：久貝明人

２．受理文書について
次回報告。
３．FAX 通信履歴 (メール登録している施設にも併用して、事務局通信を案内しています)
・6/24(水) 前期総会の委任状提出の案内(催促状)：県士会員所属の全施設
・6/25(木) 生活向上マネジメント（MTDLP）事例検討会：対象施設
・6/27～6/30 現職者共通研修①・認知作業療法基礎研修会：県士会員所属の全施設
・7/7(火) 人形作業モデル一日講習会「入門・評価編」沖縄会場の開催のご案内：県士会員所属の全施設
・7/16(木) 認知症初期集中支援を考える・
『インクルーシブ教育最前線フォーラム』の案内：県士会員所属の全施設
・7/21(火) 認知作業療法基礎研修会・終末期リハビリテーション研究会のお知らせ：県士会員所属の全施設
４．事務局移動について
沖脊協から、小規模団体室内での場所移動の相談があったので、承諾の返答済み。
今後は、沖縄県総合福祉センターも含めての調整になると思われる。

2)財務部
１．会費について（6 月 1 日～6 月 30 日）
会費収入：75 件（県士会指定口座への直接納入：75 件、コンビニ納入分：0 件）
うち 24 件が平成 27 年度分、51 件が未納督促分です。
２．会費納入率（5 月末時点）
平成 26 年度：3.8％ 平成 27 年度:6.1%
３．会計打ち合わせ：6 月 16 日（火）

部長：山城峻

3)学術部
１．学術誌「沖縄県作業療法研究～第 7 号～」について
会員および都道府県士会、国立図書館等に発送済み。

部長：石川丈

２．九州士会長会主催合同研修会運営委員について
研修会企画会議が 9 月～10 月頃に開催される予定。
熊本県士会担当者と連絡を取り合いながら企画案等情報収集していく。
4)教育部
部長：土田真也
１．教育部研修会 日程
現職者共通研修① ７月２６日（日）
現職者共通研修② １２月１３日（日）：調整中
事例検討会① ９月１３日（日）：当初予定より１週間延期。認知症初期集中支援チーム研修会との調整
事例検討会② ２月７日（日）：調整中
現職者選択研修 調整中
２．第１回生涯教育制度推進担当者会議出席
主催は OT 協会 派遣費用は士会
２０１５年６月２０日（土） 兵庫県神戸市
生涯教育受講履歴登録システム、生活行為向上マネジメントの件など
３．現職者共通研修（７月２６日）時のアナウンス事項の募集
昼休憩時間などにスクリーン上に映写可能です。
研修会や制度の案内など、パワーポイントで事前に土田宛にお送りいただければ当日、随時映写いたします。
5)事業部
理事：下里綱
１．県民健康フェア（8 月 9 日（日）開催予定）について
内容はパネル展示、自助具体験、脳トレ体験、相談コーナーなどを予定している。夏休み期間中という点、はご
ろも祭りが同敷地内で行われていることもありで子ども連れでの参加が予測される。体験コーナーを多く設けて作
業療法をアピールしていきたい。8 月 3 日（月）に事業部ミーティングにて最終調整する予定。
6)広報部
１．ホームページについて
・更新作業を事務局へ移行。
・MTDLP に関するページを増設：業者と調整中。

7)福利厚生部
特に無し。

理事：田村浩介

部長：桑江良貴

8)渉外部
部長：安里克也
１．平成 27 年度 芸術・文化講座開催等事業「第 11 回 こころの芸術・文化フェスティバル」について
内容：県民精神科デイケア及び地域活動支援センター等利用者により制作された絵画(団体・個人)、書道、陶芸、
手工芸、写真、文芸等の優秀作品の展示とワークショップ。
開催日時：平成 27 年 12 月 1 日(火)～6 日(日)
イベント会場：沖縄県立博物館・美術館 １階 県民ギャラリー1.2.3 室・県民アトリエ、県民スタジオ(全 5)
対象者：精神障がい者を中心に、その家族や関係者。学齢期の生徒、保護者、学校関係者、県民
9)保険部

特に無し。
10)比嘉会長
・第 4 回沖縄県在宅医療連携体制推進委員会参加(H27.7.3)

理事：下里綱

11)その他
１．地域包括ケアシステム推進委員会
７月１４日（火）
第４回地域包括ケア推進委員会
１５日（水）
県庁訪問
１８日（土）
谷川さんを囲む会
２８日（火）
第４回沖リ専協
２９日（水）～３１日（金） 高知県視察（高知市いきいき 100 歳体操）
８月１日（土）～２日（日） MTDLP 本部会議
２．MTDLP 関連
7 月 事例登録開始予定(事例登録制度)
8 月 9 日(日) 基礎研修（沖縄リハビリテーションセンター病院予定）
8 月 23 日(日) 事例検討会（講師：谷川真澄プロジェクトリーダー）
9 月 20 日(日) 基礎研修（勝山病院予定）
10 月 25 日(日) 基礎研修（南部地区予定）
10 月
MTDLP ビーチパーティー予定
11 月 21 日(土) 事例検討会（中部地区予定）
1 月 30 日(土) 事例検討会(北部地区予定)
2 月 20 日(土) 一日研修(基礎＋演習)（南部地区予定）

委員長：田村浩介

担当理事：田村浩介

３．旧法人移行準備委員会

委員：石川丈

現在、平成 26 年度公益目的支出計画実施報告書作成中。財務部と相談しながら書類作成していく。
４．第 13 回沖縄県作業療法学会
開催日：平成 28 年 1 月 24 日(日)9:00～
会 場：琉球リハビリテーション学院
テーマ：ともに造る生活～
内 容：①口述発表およびポスター発表
②教育講演
参加費：事前登録￥3,500(弁当込)
当日参加￥4,000
非会員 ￥7,000
学 生 ￥1,000
他職種・一般 無料

５．第６回訪問リハ・地域リーダー会議の報告

担当理事：石川丈

報告者：末吉珠代

・参加者：末吉珠代(大浜第一病院 訪問リハビリ)、城間えりか(豊見城中央病院)
・開催日：平成 27 年 5 月 21 日（木）
・22 日（金）
・開催場所：タイム 24 ビル 10 階 南研修室（東京都江東区青海 2-4-32）
・内容：以下の項目についての講演
―Ⅰ部―

これまでの経緯と今後の活動方針

―Ⅱ部―

地域ブロック制について

―Ⅲ部―

昨年度研修会の報告

―Ⅳ部―

平成 27 年度

実務者研修会について

※今後、沖縄県は ST 野原さん(大浜第二病院)がリーダー的位置付け(県のまとめ役)となる。

