平成 27 年度

第 9 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 12 月 15 日(火) 19 時 00 分～21 時 00 分
３． 理事総数：8 名
４． 出席者 監事：宇田薫
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、桑江良貴
欠席：小金澤賢司、下里綱
５． 議長選任：定刻に至り、本日の第 9 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：4 名】

【承認】

２．退会者へのハガキ通知 【承認】
退会された会員より、
「日本作業療法士協会のように“退会受理のハガキ”通知がなかったので、県士会退会受理さ
れているのかわからず、不安だった」との声があった。
日本作業療法士協会のように今後、退会者に対して県士会より受理通知(ハガキ)は必要か。
⇒受理通知(ハガキ)を出していく(未納があれば通知書にて請求)。
３．事務局異動について・それに伴うインターネット・電話回線工事について 【継続審議】
業者も交えて引越しのスケジュールを決めていく予定だが、現在は、沖脊連からの引越し日の提案として、1/14(木)か
1/21(木)のどちらかという申し出あり。当士会の方で、どちらの日にするか決めて、沖縄総合福祉センター管理室へ報告
予定。⇒1/21(木)で調整依頼。
〔引越し方法〕
１．
「沖脊協」
「作業療法士会」
「チーム沖縄」3 者の都合確認後、センター事務所で手配した業者さんでドア側壁の入れ替
え作業を行う。
２．午前中に沖脊協事務所を先に空けて、午後に作業療法士会が移転作業する。また、チーム沖縄の内側壁も撤去する 。
〔インターネット・電話回線工事について〕
事務局の現在ある場所と移動したい場所が明記されたフロア地図を NTT へ FAX で連絡。それを担当業者が確認し、工事
期間や費用見積もりを検討(工事費の見積もりとしては 30,000 円程度になるだろうとの事)。
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
⇒安里副会長へ依頼。

【承認】

５．「日本作業療法士協会設立 50 周年記念事業」関連事業への協力及び企画の提案について 【継続審議】
・事業期間：平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日
・提出要領：
「企画書」
、「予算書」に必要事項を記入し、メールに添付して送信。
・提出期限等：第一次締切（概要版提出）平成27年12月25日（金）
※第一次締切の時点では粗々の概要・概算のみでも可。
※平成28年1月16日（土）の47都道府県委員会で質疑応答・調整。
※希望があれば士会に出向いて説明。
第二次締切（決定版提出）平成 28 年 2 月 29 日（月）
⇒第一次締切までに企画書を提出予定(12 月 22 日までに事務局へ報告)。企画案としては、下記が挙がった。
・地域包括支援センター向けのパンフレット作成。
・九州のネットワーク(各士会ホームページ)につなげるチラシ作成
・OT を受けた経験のある患者様の現状を伝える(作品を本にする等)
・介護予防事業に利用できる認知症予防体操の開発。
・テレビ(うまんちゅ広場)＋ユーチューブでの体操やインタビュー。
・全会員が参加できるイベント。
2)田村理事
１．地域包括ケアシステム推進委員会予算について 【継続審議】
⇒沖リ専協・教育部も含めて再検討。
※会費引き上げについては、来年度の組織運営方針が固まった後検討。
会計事務所にサポートしてもらう内容も検討が必要。

２．MTDLP 指導者研修(OT 協会主催)参加について 【承認】
平成 28 年 1 月 30 日・31 日 東京 参加費無料 交通費は県士会から捻出。
３．OT 協会パイロット事業企画会議メンバーについて 【承認】
⇒基本的なメンバーは地域包括ケアシステム推進委員とし、教育部・財務部に協力してもらう。
3)山城理事(財務部)
１．平成 28 年度予算案について
⇒12 月中に財務部へ提出。

【継続審議】

4)石川理事(学術部)
１．第 14 回沖縄県作業療法学会について 【承認】
今年度も県内外で研修会が開催されており、作業療法士の役割を理解し、患者および家族に関わる必要性
が高まっている。
「終末期・緩和ケアにおける作業療法の役割」をテーマに開催してはどうか。
２．九州士会長会主催合同研修会について 【継続審議】
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)
※推薦できる方（1 名）がいれば選出し、依頼していきたい。
⇒地域包括ケア推進委員から 2 名(運営・伝達)選出。
5)比嘉会長
１．PSW・OT 合同企画研修について 【承認】
平成 28 年 1 月 30(土)14:00～17:30 沖縄国際大学
【報告事項】
1)事務局
１．会員の動向について
【異動：１名】
【改姓：2 名】
【自宅住所変更：5 名】

安里副会長出席予定。

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・学術誌(山口・東京・熊本・山梨・神奈川・奈良・香川・滋賀・京都)、他団体ニュース(沖
縄県理学療法士協会、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、おきなわ薬
剤師協会)、
、日本作業療法士協会(ＤＶＤ送付について、平成 28 年度作業療法推進活動パイロット事業助成制度審査
結果について)、
（公社）日本理学療法士協会(がんのリハビリテーションション研修会（講師のお願い）
、研修会にお
ける名義後援について（依頼）)、沖縄県医師会(沖縄県医療推進協議会の開催について、平成 28 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)、、沖縄県精神保健福祉連合会(第 11 回こころの芸術・文化フェステ
ィバル)、沖縄県社会福祉協議会(福祉の職場説明・面接会～福祉の就職ﾌｪｱ 2015～のご案内及び広報への御協力依頼に
ついて、介護の日講演会の実施報告書とお礼、沖縄県総合福祉センターにおける年末・年始について)、沖縄県保健医
療部保健医療政策課(厚生分野に係る平成 28 年秋の叙勲並びに褒章候補者の推薦について)、沖縄県手をつなぐ育成会
(第 49 回沖縄県知的障がい者教育・福祉・就労研究大会における広告掲載について、第 49 回沖縄県知的障がい者教育・
福祉・就労研究大会開催要項)、沖縄県介護支援専門員協会(第 12 回沖縄県介護支援専門研究大会への後援名義の使用
について)、宮崎県作業療法士会(一般社団法人宮崎県作業療法士会 創立３０周年記念誌 祝辞お礼文書について（お
詫びと誤記に伴う再送付のご案内）
、)宮崎県作業療法士会３０周年記念誌 特別号）
、熊本県作業療法士会(法人設立
20 周年記念式典・祝賀会のご案内)、宮古島市高齢者支援課(地域ケア会議への専門職派遣について)、沖縄中部療育医
療センター(求人報告掲載取り下げについて)、特定非営利活動法人沖縄県福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ協会(臨床美術作品展の案内)
日本通所ケア研究会(記事掲載について)、沖縄リハビリテーション栄養研究会(第 5 回沖縄リハビリテーション栄養研
究会ご後援のお願い)、ＮＴＴ(口座振替のご案内)、(株)ＪＣＢ(ＪＣＢ法人カードのご案内)、
（株）社会保険研究所(新
刊・改訂図書のご案内)
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)
未報告の８月～12 月分：全て県士会員所属の全施設に案内しています。
・8/20(木) 作業療法力を引き出す 認知作業療法基礎研修会の案内
・8/25(火) 現職者共通研修⑨事例検討会参加者募集、終末期リハビリテーション研究会のお知らせ
・9/3(木) 第 13 回沖縄県作業療法学会のご案内・演題募集、生活行為向上マネジメント基礎研修のご案内
・9/11(金)平成 27 年度生活行為向上マネジメント（MTDLP）第１回事例検討会のご案内、第 2 回沖縄県訪問リハビリテー
ション合同勉強会のお知らせ
・9/11(金) 第 39 回九州ブロック会議沖縄大会開催要綱、第 13 回沖縄県作業療法学会の案内と演題募集

・9/26(土) 上肢機能訓練の研修会の案内、生活行為向上マネジメント事例検討会
・9/28(月) 第 30 回リハ工学カンファレンス in 沖縄の班員募集について、終末期リハビリテーション研究会のお知らせ
・9/30(水) MTDLP ビーチパーティの案内、
「第３階せいかつ行為向上マネジメント基礎研修」のご案内
・10/28(水) 終末期リハビリテーション研究会のお知らせ、作業療法力を引き出す 認知作業療法基礎講習会の案内
・10/31(土) 沖縄訪問リハビリテーション合同勉強会、上肢機能訓練の研修会の案内
・11/4（水）・5（木）
「地域支援事業関連活動状況」及び「生活行為向上リハビリテーション実施加算」調査の協力依頼
・11/11(水) 平成 27 年度生活行為向上マネジメント（MTDLP）第２回事例検討会のご案内、現職者共通研修の案内
・11/12(木) 現職者共通研修の案内・11/19(木) 県士会役員改選の案内
・11/21(土) 作業療法力を引き出す 認知作業療法基礎研修会の案内
・11/25(水) 県士会費納入の口座引き落としへの移行案内・AMPS インフォメーション講習会・12/1(火) 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
・12/9(水) 平成 27 年度現職者共通研修⑩「事例報告会」第２回事例検討・報告会発表者募集
４．倫理関連規約について
宇田監事より、OT 協会の倫理綱領や職業倫理指針を引用することは「基本的に問題ない」との確認済み。
今後運用スケジュールを、倫理委員会と検討していく。
５．九州作業療法士会長会事務局長会議について
平成 28 年 1 月 31 日(日)9：00～11：00 九州中央リハビリテーション学院(熊本)にて
⇒会計的な情報収集も行ってくるよう意見が挙がった。

久貝出席予定。

６．沖縄県総合福祉センター新春懇談会について
平成 28 年 1 月 4 日(月)11：00～ 安里副会長出席予定。
７．会員名簿について
OT 協会のシステムへ移行作業を進めていく方針。
８．ホームページについて
『「イベント・セミナー」と「求人情報」の更新』以外は、基本的に田村広報部理事へ連絡・相談。
2)財務部
１．会費について（11 月 1 日～11 月 30 日）
会費収入 23 件（県士会指定口座への直接納入：5 件、コンビニ納入分：18 件）
２．会費納入率（1１月末時点）
平成 26 年度：54％ 平成 27 年度：55％
３．会計打合せ：11 月 24 日（火）
４．口座引落への移行について
各施設への口座振替依頼書の発送について事務員と準備を進めています。

部長：山城峻

3)学術部
部長：石川丈
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)
研修会案内が熊本県から先週届きましたので、FAX 送信および HP 掲載する(参加応募締切は 1 月 15 日)。
4)教育部
１．現職者共通研修②を 12 月 20 日に開催予定。
２．事例検討会②を 2 月 7 日に開催予定。会場＝北中城あやかりの杜。現在発表者募集中。
３．生涯教育制度 次年度改訂の内容について説明いたします。
MTDLP 研修の現職者選択研修への組み込 み。
MTDLP 事例検討会での発表→現職者共通研修講座⑩「事例報告」への読み替え条件。
5)事業部
特に無し
6)広報部
１．全国学会の際に作成した MTDLP の幟について
受け取り済み。事例検討会等に使用予定。

部長：土田真也

理事：下里綱

理事：田村浩介

7)福利厚生部
特に無し
8)渉外部
１．「こころの芸術・文化フェスティバル」（延参加人数１８２７ 人）

部長：桑江良貴

部長：安里克也
（昨年比－500 人）

9)保険部
理事：下里綱
特に無し
⇒来年度に医療保険改定があるため、ホームページへの掲載内容も検討が必要ではないかとの意見が挙がる。
(宇田監事より、OT 協会制度対策部へ要約掲載を提案していくとの意見が挙がる)
10)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
・MTDLP 研修 in 石垣：平成 28 年 1 月 17 日開催予定。
・パイロット事業「離島で働く作業療法士を支える研修システムの構築～地域密着のメリットを活かし、地域に貢献する
～」：助成決定額 569,000 円
１１月１８日（水）
沖リ専協企画部会議
１１月２１日（土）
MTDLP 事例検討会（沖縄リハビリテーションセンター病院）
１１月２４日（火）
第７回沖リ専協
１２月８日（火）
第９回地域包括ケアシステム推進委員会
１２月９日（水）
チーム MTDLP ゆい
１２月１２日（土）
第５回 MTDLP 全国推進会議（田村）
１３日（日）
１２月１５日（火）
生活支援体制整備事業研修会
１２月１６日（水）
いきいき１００歳体操報告会（県庁）
１２月１６日（水）
沖リ専協企画部会議
１２月１７日（木）
沖リ専協役員会
２．13 回沖縄県作業療法学会
理事：石川丈
現在、座長およびシンポジウム調整、研究会企画などを調整中。確認でき次第、抄録印刷依頼を行い、平成 28 年 1 月
上旬には、県士会員へ発送予定している。
1 月 23 日に講師との懇親会を予定。

