平成 27 年度

第8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 11 月 17 日(火) 19 時 00 分～21 時 00 分
３． 理事総数：9 名
４． 出席者 監事：宇田薫、小金澤賢司
理事：比嘉靖、安里克也、久貝明人、石川丈、土田真也、田村浩介、山城峻、下里綱、桑江良貴
５． 議長選任：定刻に至り、本日の第 8 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、満場一致をもってオリブ山病院 安里克也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：15 名】

【承認】

２．倫理関連規約について 【継続審議】
フローチャート含め倫理委員会にて案を作成。来年度 4 月 1 日からの運用を希望。
ホームページには、「倫理関連規定」「フローチャート」「倫理問題報告書」「OT 協会倫理綱領・職業倫理指針」
を掲載予定。
⇒OT 協会の倫理綱領や職業倫理指針を引用している部分があるため、OT 協会へ使用していいのか確認が必要(宇田監事
から確認)。使用許可をいただければ 4 月 1 日を待たずに、なるべく早期に運用開始予定。
３．役員改選選挙について 【承認】
選挙公示：11 月中旬ホームページに掲載・FAX 送信
立候補及び推薦候補の受付：平成 27 年 12 月 1 日～平成 28 年 1 月末日
立候補及び推薦候補の締め切り：平成 28 年 1 月末日
候補者の公示 ：平成 28 年 3 月ホームページに掲載・FAX 送信
４．沖縄県リハビリテーション専門職連絡協議会監事について
当士会より 1 名選出(11 月 20 日までに)
⇒公立病院の会員を中心に人選していく(比嘉会長)。

【継続審議】

2)田村理事(地域包括ケアシステム推進委員会)
１．MTDLP 研修石垣について 【承認】
プールされている分を利用し開催。
3)下里理事
１．臨床実習指導者研修伝達講習について
⇒1 月の県 OT 学会で検討。

【継続審議】

4)山城理事(財務部)
１．県士会費納入方法変更後の記帳の名称について 【承認】
⇒来年度から振込のみに変更予定。通帳記帳時の当士会の名称を「オキサギョウシカイ」とする。
5)比嘉会長
１．臨床実習指導者研修交通費について 【承認】
今年度の研修は開催済みで、当士会から 2 名派遣したが、1 名分の旅費交通費のみ九州士会長会から支給。
もう 1 名分の旅費交通費を当士会から捻出。
２．臨床実習指導者研修運営委員について 【承認】
臨床実習指導者研修について、九州はモデル的に持ち回りで年に１回開催していく予定(沖縄は平成 33 年度に担
当予定)。来年度以降の運営委員を人選。
⇒松原良憲氏(大浜第一病院)が希望していることもあり、松原氏へ委任。

【報告事項】
1)事務局
１．会員の動向について
【異動：3 名】
【退会：4 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(兵庫 他)、他団体ニュース(沖縄県理学療法士協会、沖縄県社会福祉協議会、沖縄県精神保
健福祉会連合会、沖縄県脊髄損傷者協会、沖縄県手をつなぐ育成会、沖縄県老人保健施設協議会、沖縄県歯科衛生士
会、大分県作業療法士連盟)、ﾃｸﾉｴｲﾄﾞ協会みんなで考えよう自立支援機器、沖縄県学童保育連絡協議会沖縄県学童保
育研究大会後援について、沖縄県介護福祉士会九州ブロック介護福祉士研修会 他、沖縄国際ｾﾝﾀｰ JICA ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ平成
27 年度秋募集について、沖縄県社会福祉協議会介護の日講演会の開催案内について、日本作業療法士協会平成 27 年度
第Ⅰ期生活行為向上ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ助成事業審査結果について、平成 27 年度第 2 期生活行為向上マネジメント助成事業審査
結果について、平成 27 年度会員名簿、沖縄県理学療法士協会県民公開講座における名義後援について、琉球大学医学
部附属病院がんセンター「第 17 回沖縄県のがん対策に関するタウンミーティング」の開催について、
３．ホームページ更新作業(セミナー・求人のみ)について
11 月 13 日に広報部から事務局長への引き継ぎ作業を行った(今後事務員へ引き継ぐ予定)。
４．事務局異動について
業者も交えて引越しのスケジュールを決めていく予定。現在は、沖脊連からの引越し日の提案を待っている状態。
引越し日は未定ですが、平日になると思いますのでご協力お願いします。
2)財務部
１．会費について（10 月 1 日～10 月 31 日）
会費収入 40 件（県士会指定口座への直接納入：11 件、コンビニ納入分：29 件）

部長：山城峻

２．会費納入率（10 月末時点）
平成 26 年度：51％ 平成 27：52%
３．会計打合せ：10 月 27 日（火）
４．会費納入方法変更についてのスケジュール：
来年度から振込のみになる事と振込用紙提出が必要な事の広報を 12 月いっぱいまでに各施設へ FAX にて行う。
その後来年 2 月いっぱいまでに振込用紙を回収(回収作業は 1 月の県 OT 学会でも行う予定)。
５．マイナンバーについて：
当士会では、講師謝礼金や事務員給与等にマイナンバーが必要になる。会計事務所と新書式の契約書を作成中。
事務員の同意を得てからマイナンバー聴取予定。
3)学術部
１．九州士会長会主催合同研修会について
開催日：平成 28 年 1 月 30 日・31 日
場 所：九州中央リハビリテーション学院(熊本駅周辺)
テーマ：①地域ケア会議の現状と作業療法士の役割(大分県士会へ依頼)
②集団を活かすコミュニケーション(昨年同様、山田先生へ依頼)
運営委員および推薦者の選定を進める。どなたか紹介頂ければ助かります。
4)教育部
１．今年度事業計画（残り）
・現職者共通研修②：12 月 20 日（日） 現在、受講者募集中
・事例検討会②：2 月 7 日（日） 近日中に、発表者募集開始予定
・現職者選択研修（老年期）：日程・企画調整中

部長：石川丈

部長：土田真也

5)事業部
理事：下里綱
１．OT フェア振り返りについて
OT フェアのまとめのミーティングを行い、ブースの配置方法等来客増員の工夫等を話し合った。
6)広報部
特に無し

理事：田村浩介

7)福利厚生部
部長：桑江良貴
１．MTDLP ビーチパーティについて
日時：平成 27 年 10 月 18 日(日) 11 時～
場所：アラハビーチ
収入：39,000 円（県予算）＋21,000 円(1500 円×大人 13 名＝19,500 円 500 円×子供 4 名＝1500 円)＝60,000 円
支出：場所代（テント、BBQ セット）39,000 円＋飲食代合計 14,910 円＝53,910 円
合計：60,000 円-53,910 円＝残金 6,090 円
8)渉外部
部長：安里克也
１．こころの芸術文化フェスティバルについて
10 月 23 日の会議に安里副会長参加。12 月 1 日（火）～6 日（日）県立博物館・美術館ギャラリーにて開催。
9)保険部
特に無し

理事：下里綱

10)比嘉会長
１．沖縄県リハビリテーション専門職連絡協議会より
・一般社団法人取得に向け、組織図・定款等作成中(来年 1 月取得目標)。
・監事を各士会から選出。公立からの人選案が出ている。比嘉会長が連絡していく(11 月 20 日までに)。
・総会は代議員制をとる方向で検討中。
２．九州士会長会議より
・九州合同学会開催順序は、鹿児島(平成 28 年度)→宮崎(平成 29 年度)→沖縄(平成 30 年度)となっている。
沖縄大会の予算案を、来年度(鹿児島大会)までに提出。また、沖縄大会が 40 回大会になるため式典等も検討。
・PT の全国学会が分科会(ブロックでの運営)になっている事に伴い、合同学会は沖縄大会で最後になる可能性がある。
３．がん研修会について
11 月 28・29 日に開催される、PT 協会主催のがん研修会へ、比嘉会長と矢野俊恵氏(介護老人保健施設友愛園)が
運営スタッフ(グループワークのファシリテーター)として参加予定。
11)その他
１．地域包括ケアシステム推進委員会

委員長：田村浩介

１０月２５日（土）

MTDLP 基礎研修（大浜第 1 病院）

※現在応募数 14 名

１０月２７日（火）

沖リ専協拡大会議

１１月５日（木）

チーム MTDLP ゆい

１１月１０日（火）

第８回地域包括ケアシステム推進委員会

・平成 27 年度第 2 期生活行為向上マネジメント助成事業審査にて、5 万円の助成が決定された。
・パイロット事業再提出済み。
・地域ケア会議について：
沖縄市・石嶺(首里)・嘉手納が始まっており、精神疾患のケースも挙がっている。
沖縄市の 12 月のケア会議が中止になった。
ケア会議に出席した会員で、12 月に意見交換し沖縄市へ提出予定。
・天久台病院で認知症カフェがスタートしている。
２．13 回沖縄県作業療法学会
理事：石川丈
企 画：≪午 前≫口述発表およびポスター発表 ⇒ 26 演題
≪午 後≫基調講演「地域包括ケアシステムにおける作業療法士の役割」講師：籾井剛士先生（福岡県）
ワークショップ（模擬地域ケア会議、認知症関連 等）
その他、会場内に作品展示(研究会などへ依頼中)を行う。
３．旧法人移行準備委員会
委員：石川丈
財務部の方で書類(貸借対照表内訳など)作成してもらい、公益目的支出計画全体の実施に影響を与えるか否かについ
て記載し、電子申請を行いました。
公益目的支出計画の完了予定事業年度が平成 31 年 3 月 31 日までとなっている。計画通りに完了できるように会
計事務所からアドバイスを受けてはどうか。
⇒毎年約 60 万円の支出が必要。来年度、計画通りの支出ができなければ県から指導を受ける可能性がある。

