平成 27 年度

第 10 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 28 年 1 月 19 日(火) 19 時 00 分～21 時 00 分
３． 理事総数：8 名
４． 出席者 監事：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、山城峻、桑江良貴、下里綱
大城圭(沖縄県作業療法学会学術局長)
欠席：宇田薫(監事)、田村浩介
５． 議長選任：定刻に至り、本日の第 10 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 【承認】
【入会：１名】
※入会日は、今後理事会での承認日で統一。理事会前に開催される研修会等への参加は会員照会等での措置を検討。
また、退会については、強制退会の場合は理事会での承認が必要。
２．「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）
第二次締切（決定版提出）平成 28 年 2 月 29 日（月）
⇒「第二次締切(平成 28 年 2 月 29 日)までに詳細を提出する」という条件で、「下記の案を検討中」で一旦提出済み。
ワーキングチームの結成が必要。
・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。
⇒比嘉会長・田村理事を中心に進めていく。
３．沖縄県リハビリテーション専門職協議会(沖リ専協)理事・代議員について 【承認】
1 月 26 日を目途に法人登記の準備を進めている。理事は定款に記載が必要。
・理事(5 名)：比嘉靖(県立中部病院)、田村浩介(いきがいクリエーション)、村上典子(うるまの虹)、
吉岡美和(沖縄リハビリテーション福祉学院)、中村千枝(琉球リハビリテーション学院)
・代議員(2 名)：下里綱(大浜第一病院)、山城峻(沖縄リハビリテーション福祉学院)
４．読谷村地域包括支援センター講師推薦について

【承認】

場所：読谷村文化センター中ホール
日程：平成 28 年 3 月 2 日（水）予定
時間：午前（10 時～12 時）または午後（14 時～16 時）の間で 1 時間半程度
目的：介護予防における認知症予防に資する知識と技術の普及啓発
対象者：65 歳以上の高齢者、その他介護予防に関心のある者
(高齢者への基本チェックリストにおいて認知機能の項目で二次予防に該当した方には、
ハガキで講演会の通知をする予定)
※推薦予定者：中村千枝(琉球リハビリテーション学院)
包括支援センターから県士会宛に公文書を発行してもらい、県士会から推薦者と推薦者の職場へ公文書を発行する。
沖リ専協宛ではなく県士会宛の依頼の場合でも、沖リ専協へ報告は必要。
５．コンビニ納入システムについて 【承認】
来年度より口座引き落としでの会費納入が導入され、コンビニでの会費納入はなくなる。
業者より「完全にストップする事もできる」との事。
⇒来年度はストップせずに保留しておく(伝票は発行しない方針)。

2) 山城理事(財務部)
１．平成 28 年度予算案について
次回理事会に最終確認。

【継続審議】

3) 石川理事(学術部)
１．九州士会長会主催合同研修会参加について 【承認】
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)
参加者：渡久知(琉球大学医学部付属病院：研修会運営)、徳里(天久台病院：士会派遣)
4)下里理事(事業部)
１．ポロシャツの管理について 【承認】
管理は事業部が行うが、保管は事務局。
5)比嘉会長
１．来年度の事務体制強化に向けて、規約等の書類関係や事務員管理を含めた総務部担当者の選定
候補に挙がった会員へ、比嘉会長から意思確認を行っていく。

【報告事項】
1)事務局
１．会員の動向について
【退会：１名】
【異動：7 名】
【改姓：3 名】
【自宅住所変更：5 名】

【継続審議】

局長：久貝明人

２．受理文書について
次回理事会にて報告。
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)
・12/11(金) 生活行為向上推進プロジェクトニュース(平成 27 年 11 月号 No.8)、沖縄県リハビリテーション医学会・協
会より講演会のご案内
・12/17(木) 沖縄県作業療法士会事務局移転のお知らせ（沖縄県歯科医師会・沖縄県こども生活福祉部障害福祉課）
・12/18(金) 八重山地区「生活行為向上マネジメント基礎研修」のご案内：八重山地区施設 84 ヶ所へ FAX
・12/24(木) 平成 27 年度(第 10 回)九州作業療法士会長会主催合同研修会のご案内、第 2 回沖縄県精神保健福祉協会・
沖縄県作業用法士会合同企画の研修会
・12/25(金) 県士会費口座振替移行の案内、休会手続の案内、平成 27 年第 4 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
・1/8（金） 平成 27 年度生活行為向上マネジメント（MTDLP）第３回事例検討会のご案内、終末期リハビリテーション
研究会のお知らせ
・1/15（金） 平成 28 年度研究会募集について
・1/19（火） 平成 27 年度生活行為向上マネジメント日程変更のお知らせ（お詫び）、第３回事例検討会のご案内
４．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
業者も交えて引越しのスケジュールを決めていく予定で、現在センター管理室にて３団体と業者と日程調整をして頂い
ています。2/16（火）・2/18（木）・2/23（火）・2/25（木）のいずれかで調整中（決まり次第、連絡致します）。
〔引越し方法〕：「沖脊協」「作業療法士会」「チーム沖縄」3 者と業者さんで日程調整中(センター管理室担当)。
ドア側壁の入れ替え作業を行う。（2/16.18.23.25 のいずれか１日がかり予定）
１．引っ越し日前日 夕方前までに沖脊協事務所室内の荷物を移動。
２―① 引越当日 OT 県士会の人数が少ない場合：前日の夕方以降、チーム沖縄側の壁側の荷物・ラックを出して置く。
２－② 引越当日 OT 県士会の人数がある程度いる場合：当日、午前中で荷物を出す。

※皆様お忙し中、勤務調整が大変かと思いますので、人数に応じてどちらか検討していただけたらと思います。
３．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 。
４．沖縄県脊髄損傷者協会も移動作業する。
〔インターネット・電話回線工事について〕
沖縄県脊髄損傷者協会も県士会と同じ、ＮＴＴ（電話回線・インターネット）を使用。
現在、双方とＮＴＴの担当者と連絡を取り合い、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だが、詳細は決まり次第、ご連絡致します)。

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にて

久貝事務局長参加予定。

６．役員改選立候補者について
締め切りは今月いっぱい。継続の理事も必要書類の提出が必要。
７．平成 28 年度休会希望者について
締め切りは今月いっぱい。申し込み者 1 名。
８．事務員採用について
新規採用希望者 1 名。1 月 21 日(木)11 時～見学予定。採用になれば 1.5 名体制。保険等の整備が必要。
2)財務部
１．会費について（12 月 1 日～12 月 31 日）
会費収入 18 件（県士会指定口座への直接納入：9 件、コンビニ納入分：9 件）
２．会費納入率（12 月末時点）
平成 26 年度：68.8％ 平成 27 年度：57.6％
３．会計打合せ：12 月 22 日（火）
４．来年度会費引き落とし依頼書提出状況
会員の多い施設からは未提出だが、会員の少ない施設からは提出率が高い。

部長：山城峻

3)学術部
部長：石川丈
１．研究会募集について
研究会募集案内を FAX 送信および HP 掲載済み。2 月 12 日(金)まで募集を行い、次回理事会の際に協議。
２．九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)
内 容：1 日目 「集団を活かすコミュニケーション」
2 日目 「大分県における地域ケア会議の実際」
グループワーク「模擬事例から助言内容を考える」
4)教育部
部長：土田真也
１．現職者共通研修② 開催済み
開催日：平成 27 年 12 月 20 日（日）
会場：沖縄県総合福祉センター
受講者数：実践のための作業療法研究(22 名)、事例報告と事例研究(22 名)、
作業療法生涯教育概論(24 名)、日本と世界の作業療法の動向(26 名)
２．事例検討会②
開催予定日：2 月 7 日（日）
会場：北中城あやかりの杜
発表演題数：６題
３．現職者選択研修（老年期）
年度内に開催するため、急ぎ企画調整中。
４．生涯教育制度基礎ポイントの発行について
県士会裁量ポイントの発行準備をしますので、今年度各部の運営・事業等に協力いただいた部員の名簿をご提出ください。
名簿には最低限、氏名と所属、貢献事項（○○部部員とか、○△事業実行委員など）をご記載ください。
できれば会員番号もあると助かりますが、分からないケースが多いと思いますので、これは分かる範囲で結構です。
5)事業部
特になし

理事：下里綱

6)広報部
特になし

理事：田村浩介

7)福利厚生部

部長：桑江良貴

１．県学会託児所申し込み状況の報告
事前申し込みでは２件申込あり（１件：３名、１件：人数不明）

8)渉外部
１．沖縄県総合福祉センター新春懇談会について
1 月 4 日(月)11：00～ 安里副会長出席。
２．PSW・OT 合同企画研修について
1 月 30(土)14:00～17:30 沖縄国際大学 安里副会長出席予定。
9)保険部
特になし
10)比嘉会長
１．沖リ専協より
・各団体負担金について：OT9 万円、PT18 万円、ST3 万円

部長：安里克也

理事：下里綱

※支払い済み

・関連団体調整会議について：1 月 22 日(金) 16：00～17：00 沖縄県総合福祉センター会議室
沖縄県リハビリテーション専門職連絡協議会（3 名）、沖縄県歯科衛生士会、
沖縄県栄養士会、沖縄県薬剤師会
・茨城視察について：1 月 24 日～25 日。沖縄県(喜友名班長)、池城沖リ専協会長、城間沖リ専協事務局長、
田村企画部員にて。
２．パイロット事業について
吉岡美和(沖縄リハビリテーション福祉学院)を中心に企画。最終案を今月末までに OT 協会へ提出予定。
３．47 委員会より
1 月 16 日(土)。『「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』は
1/3 程度の士会の提出に留まっている。
４．薬物依存関連研修会への運営スタッフ派遣について
宮城哲哉(玉木病院)を派遣。
11)その他
１．地域包括ケアシステム推進委員会
・MTDLP 事例検討会日程変更について 1 月 30 日→2 月 13 日
・MTDLP 基礎研修石垣島について
・パイロット事業について
１月１６日（土）
石垣島セラピスト交流会
１月１７日（日）
MTDLP 基礎研修 石垣島（安村、喜田、田村）
１月２２日（金）
沖リ専協調整会議
１月２４日（日）・２５日（月）
沖リ専協茨城県視察
１月２６日（火）
沖リ専協役員会
１月２７日（水）
沖リ専協企画部会議

２．13 回沖縄県作業療法学会

開催日：平成 28 年 1 月 24 日(日) 9:00～ 琉球リハビリテーション学院にて開催予定。

委員長：田村浩介

理事：石川丈

