平成 28 年度

第2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 5 月 10 日(火) 19 時 00 分～21 時 30 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、山城峻、田村浩介、吉岡美和、中村千枝、三枝秀平、仲地宗幸、村上典子、安村勝也
旧理事：久貝明人、土田真也、石川丈、桑江良貴
欠席理事：安里克也、下里綱
村上理事の求めにより出席：中野小織
５． 議長選任：定刻に至り、本日の第 2 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】
旧理事より
1)久貝理事(事務局)
１．会員動向について
入退会なし

【承認】

2）土田理事(教育部)
１．沖リ専協を OT 協会 SIG 等登録することについて【承認】
※研修会等の主催が作業療法士会ではないので、登録しないと生涯教育のポイント対象外になります。
⇒他団体扱いで SIG 等への登録を行う。

現理事より
3）下里理事（下里理事欠席のため会長より説明）
１．支部制の詳細について【継続検討】
4）山城理事
1．県士会ホームページに追加したい事項ついて
①カレンダーを追加したい【継続検討】
県士会 HP にカレンダー式で研修会の案内などすぐ把握できるような形式を導入したい。
→この形式にする事で研修会の重なりもなくなるし、各部署の行事日程も把握できる。
※カレンダー設置の見積もりを下記に記します。Google カレンダーを貼りつけ予定。
[金額]10,000 円
[作業項目]・カレンダー設定・レイアウト修正・セキュリティ対策予算
⇒ページごとの編集権限など、カレンダー以外に追加の作業が必要か検討し、見積もりを取る。
②認定作業療法士の更新などに必要な会員履歴証明書などの申請用紙を作成し、HP に申請用紙を載せたい【承認】
申請用紙を作ることで、事務局宛に郵送にて確認する事ができ、即時対応できる（その際返信用封筒も同封するように追
記記載する）
※現在、県士会費から切手代が出ていますが、他都道府県士会の HP をみたところ、各種証明書などの発行依頼書と共に、
返信用封筒(切手代は会員の自己負担にて貼り付けしたもの)も同封して提出の所がありましたので、参考にしたいです。
※その他も他都道府県士会の HP を参考に、色々案を挙げたいのですが、次回の理事会で挙げたいと思います。
２．児童デイサービスなどからＯＴ派遣依頼について【継続検討】
４月に県士会事務局の方に以下の内容についてお問い合わせがありました。
埼玉県の担当者よりＴＥＬ：「沖縄県で児童デイサービスを４店舗あり、作業療法士の方に来ていただき、遊びを通じ
て専門的な事を色々と教えていただきたい。その場合、どこに連絡を取っていいのかわからず、沖縄県作業療法士会
に電話しました。手続や費用、期間、頻度など規定がありましたら、教えていただきたい。まだ導入することが決定
しているわけではないので、検討材料として教えていただきたい」との事でした。
事務員：「現時点で県士会の方ではそのような規定はないので、理事会にて検討していただき、その内容についてご連
絡致します。ただし、４月５月の理事会では熊本震災関連や県士会行事の話し合いが優先となる為、返事は６月の下
旬頃（６月の理事会までに話し合いがまとまれば）、再度ご連絡致します」と対応しております。
※埼玉県の担当者からの電話で、まだ沖縄県の児童デイサービスには話ししていないので、この件については、担当
者の方とのみ連絡を取り合って欲しいとの事です。
検討して頂きたい内容：小児分野(知的・発達)の児童デイサービスへの作業療法士会の派遣→手続方法、期間、頻度、
費用について

5）比嘉会長

１．県士会組織編成について(前回の続き)【継続検討】
⇒各局に組み込まれる部署について、局ごとで検討会議を行った。今年度上半期のうちに局・部署・事業内容につ
いて整理する。
２．新人オリエンテーションの内容について【承認】
⇒懇親会の開催を見送り、①県士会事業の説明②研究会紹介・各種告知③入会案内の 3 部構成で行う。
３．ケア会議研修会派遣者 2 名の選定【承認】
⇒吉岡理事、村上理事を派遣する。
４．認知症対策の担当者選定【承認】
⇒中村理事を担当者とする。
５．６月前期総会前の支部会開催について【承認】
支部会後に懇親会を開くというのはいかがでしょう。
宮古・八重山支部については代表１名分の旅費準備も検討。
⇒支部会開催までに支部運営の方針等を検討して行く。
新理事より
6）中村千枝理事
１．地域社会局の機能、および部の扱い、担当について【継続検討】
(LINE でもご相談しましたように、局理事での集まりが持てておりません。
会長と電話でご相談の結果、5/10 の理事会にて検討、となっております。
会長の挙げられた審議①のなかにてお願いいたします。
7）安村勝也理事
１．第 6 回 MTDLP 推進プロジェクト全国推進会議 士会推薦者派遣について【承認】
6 月 11 日～12 日に開催される全国会議へ士会推薦者を選出したい。
※参加者については、推進委員 1 名（協会負担）、士会推薦枠（士会負担）、計 2 名まで受付可能となっています。
また、士会推薦枠の旅費等の費用は士会負担となります。
⇒田村理事、安村理事の両名を派遣する。
8）吉岡美和理事
１．組織図と業務分掌について【継続検討】
⇒事務局で業務分掌について取りまとめる。
【報告事項】
１）宇田監事
１．「４７委員会の説明」
1)事務局
１．会員の動向について
なし

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(福岡・北海道・大阪・長野・広島・静岡・奈良)、
福島県作業療法士会（東日本大震災災害支援活動記録誌送付）、
他団体ニュース(沖縄県保健医療部薬務疾病対策課、北中城若松病院、沖縄県社会福祉協議会、沖縄県手をつなぐ育成
会)、日本通所ケア研究会(記事掲載についての依頼)、那覇市地域包括支援センター小禄(地域マネンジメント支援会
議の開催について(会員派遣依頼)) CVA 時期別 OT 研究会事務局（CAV 時期別 OT 研究会 開催について）
沖縄県理学療法士協会(「平成 27 年度 理学療法沖縄」拝呈ご挨拶) 日本訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ協会（平成 27 年度老人保健事
業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業「通所・訪問リハビリテーションの適切な実施に関する調査研究事業」報告
書および訪問リハビリテーションマネジメントマニュアルの送付について）
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)
・4/20(水) 熊本・大分震災の県士会の対応について(メール配信のみ)
・4/21(木) 熊本・大分震災の県士会の対応について：4/20 の訂正版(FAX/メール配信)
・4/25(月) 熊本震災に伴う作業療法士養成校の臨床実習受け入れに関する緊急アンケート(FAX/メール配信)

・5/2(月) 県士会財務部からのお知らせ(口座振替に関する案内)、事務局からのお知らせ(新入会員オリエンテーショ
ン・前期総会の案内)、終末期リハビリテーション研究会のお知らせ(FAX/メール配信)
2)財務部
１．会費について（4 月 1 日～4 月 30 日）
会費収入：4 件（県士会指定口座への直接納入：4 件）

部長：山城峻

２．会費納入率（4 月末時点）
平成 26 年度：0.6％ 平成 28 年度:0.5%
３．会計打ち合わせ：4 月 19 日（火）
４．県士会費口座引き落としについて
3)学術部
特になし

部長：石川丈

4)教育部
１．年間の研修会日程について
※5 月 9 日の教育部会議の結果を踏まえますので、内容については当日、ご報告いたします。
現職者共通研修①
現職者共通研修②
現職者選択研修（身体障害）
事例検討会①
事例検討会②

部長：土田真也

5)事業部
理事：下里綱
１．平成 28 年 4 月 20 日（水）なごみ会主催県民健康フェア第 2 回実行委員より
・会場ブースは前年度ブースから移動する予定。スペースについては前年度同様を確保されている。
・ステージイベントとして、歯科衛生士会よりフラダンスの提案がありそのまま採用された。ちなみに無料。
・ステージアトラクションは、前年度同様『アイモコライブ＆トークショー』となった。
・屋外イベントはドクターヘリ、ドクターカーの展示は引き続き実施する。前年度実施したふぁふぁ遊具については、
人件費・レンタル代のコストの問題と安全 性（強風被害）の保障の観点から、案として却下された。
浮いた予算については、前年度好評であったスタンプラリーの景品代へ予算化することとした。
・キャッチコピー：『あなたの健康はみんなの幸せ♡さぁはじめよう！一緒に健康づくり！！』（沖縄県栄養士会）
・次回実行委員会：平成 28 年 5 月 19 日（木）
6)広報部
特になし

理事：田村浩介

7)福利厚生部
特に無し

部長：桑江良貴

8)渉外部
特に無し

部長：安里克也

9)保険部
特に無し

理事：下里綱

10)比嘉会長

１．第 1 回 47 都道府県委員会の参加報告(資料メールにて配布済み)
２．又吉医師の熊本地震報告会に参加して
11)その他
１．地域包括ケアシステム推進委員会
第 2 回地域包括ケアシステム推進委員会：5 月 17 日(火)19 時 30 分～

委員長：田村浩介
天久台病院

【こちらから新理事】
11）安村理事
１．第 1 回 教育学術局会議について（別紙添付）
２．チーム MTDLP ゆい会議について
日時：4 月 15 日（金）19 時 00～21 時 45 分
場所：いきがいのまち美里
内容：・平成 28 年度 MTDLP 研修年間企画運営
・生涯教育制度と MTDLP 研修の位置づけ
・ファシリテーター要件など
12）中村理事
１．5/6 沖リ専協人材管理部会議報告(人材登録、派遣要件に関して)
２．熊本地震による実習受入アンケート結果について
【プレゼンテーション】北中城若松病院の中野さん
現在携わっている RUN 伴 2016 の企画説明と、OT 県士会への後援依頼のため
※可能ならば、5/14 の新入会員オリエンテーションでも、お時間がいただけたらとのことです。
RUN 伴は、認知症になっても安心して暮らせる地域社会づくりのために、認知症の人・家族・企業・行政・一般住民で
少しずつ襷をつないで走る企画です。今年は、2011 年にスタートして以来、初めて北海道から沖縄に襷がつながる記念す
べき回です。中村も、今回より少しお手伝いすることとなりました。企画の趣旨としても、企画・運営に OT が協力する
ことには、とても意味があると思いますし、また、新入会員にとっても、OT が地域とどのように関わるのかを知るチャン
スとなり、魅力を伝えられるのではないか、と考えます。

