平成 28 年度

第3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 6 月 21 日(火) 19 時 00 分～21 時 30 分
３． 理事総数：9 名
４． 出席者 監事：宇田薫、小金澤賢司
代表理事：比嘉靖
理事：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
欠席理事：下里綱
欠席旧理事：安里克也、桑江良貴
議長選任：定刻に至り、本日の第 3 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）田村理事
１．ホームページリニューアルについて（県士会ホームページの見直し）
→組織図変更に伴い、広報部を事務局下に位置づけ、取り組み等に関しては事務局（事務員）を中心に進めていく【承認】
現在会員から県士会 HP の件で問い合わせも少しずつですが、増えています。携帯からも見やすい HP で、また会員にとっ
ても常にチェックしたくなるような HP が運用できたら、理想的と思います。
【当会ホームページの印象】
ホームページの営業お電話があり、
「ホームページの業者様（株）RCD の大西様」と 2016.5.26 に事務員上原の方で、お話
を伺いました。当会のホームページは
・誰に見せたいのかが曖昧
・スマホに対応していない
・伝えたい情報を絞り切れていない
・せっかく色々と活動していても、ホームページ上では伝わらない
・ページが多く、見たい情報がどこにあるかたどり着くまでに３～５回クリックが必要な箇所がある。
ホームページをせっかく持っているのだから、もっと見てもらえるように、わかりやすいように、シンプルにできたらい
いのではないかという話でした。
※上記の件を、広報部田村さんと事務局三枝さんにお伝えした所、田村さんの方から、「現在の当会ホームページ担当者
の SEM 又吉さんとお話しして欲しい」と連絡を受けましたので、2016.6.16（木）事務員上原・當銘の方で打ち合わせを
しました。
【現在当会のホームページの業者：SEM 又吉様より】
①経費：基本無料で対応していただけるそうです。
※今まで特に大きな更新もなく、その分を今回のリニューアル費にあててくれるそうです。
②HP をリニューアル
スマホにも対応（スマホでもみやすく）するようにすることと、ガラッと構成も変えてくれるそうです。
構成については、業者さんにお任せしていただきたいとの事でした。
作成次第、連絡し確認してもらってから反映していく予定。
※ただし、今回無料で対応していただくことを条件に、３カ月くらい時間をいただきたいとの事でしたので了承しました。
③構成を検討（具体的に）※審議
表に出す項目、またその項目からどう展開していくか、具体的な案を頂きたいとの事です。
※沖縄県理学療法士協会のホームページを参考に、事務員上原の方で案を作成しましたので、別紙参照の上、具体的
に理事の方々に審議していただきますよう、よろしくお願い致します。
→結果を事務員の方でとりまとめて、ＨＰ業者担当者に報告致します。
２）三枝理事
１．会員の動向について 【承認】
【入会：14 名】 入会日は理事会承認日を記載 （※平成 28 年度前期総会議案書送付対象者）
【今年度の休会希望者：１名】※日本作業療法士協会：平成 28 年度休会決定者。
昨年度末に日本作業療法士協会・沖縄県作業療法士会共に、休会届を提出した記憶。日本作業療法協会からは休会
決定通知が届いているが、県士会からは何も来ていないとのこと。（ＦＡＸか郵送かどちらで提出したかは不明）
※平成 28 年度の県士会休会希望者については、平成 28 年３月末に「休会決定通知書」を発送済み。
→平成 28 年度の休会届と平成 27 年度の会員情報変更届用紙全てを確認したが、休会届の確認ができず。
→提出している事前提で考えられる事は、①郵送事故②ＦＡＸ受信エラー③ＦＡＸ送信ミスです。
もし、特例で今年度の休会を認める場合は、休会届と休会に伴う理由（証明書）をもう一度送っていただくことにし
ます。
→今回事務局案通り特例として承認。今後の対策を事務局で検討。

２．印刷業者の検討 【承認】、HP 業者は【継続検討】
現在、封筒と総会議案書の印刷は「精印堂印刷」、広報誌の印刷は「丸正印刷」にて行っています。
「丸正印刷」は、封筒や総会議案書の印刷はもちろん、ホームページの部門も持っているので、印刷とホームページ
を一つの業者にまとめるのは、どうかと話しがありました。
※ホームページにつきましては、現状維持になるかと思われます。
【価格の比較】
①角２封筒（大）５００枚の価格（税抜き）
精印堂印刷 １３，５００円、丸正印刷
１２，４００円
②長３封筒（小）１０００枚の価格（税抜き）
精印堂印刷 １５，１２０円、丸正印刷
１３，５００円
③総会議案書 ５００部の価格（税抜き）
精印堂印 刷 ３７，０００円（７００冊：4P） １ページ単価：約 13.2 円
丸正印刷
３８，０００円（５００冊：4P） １ページ単価：約 19 円
ただし、丸正印刷に変更される場合は、型の制作料込（封筒：２つの型作り）４０，０００円（初回のみ）かかります。
※尚、丸正印刷の見積書の有効期限は平成２８年８月１１日までとなります。
→封筒の印刷に関しては内容の変更もあるため業者変更に関しては承認。ホームページに関してはリニューアルも含め事
務局にて継続検討。
３．児童デイサービスなどからＯＴ派遣依頼について【継続審議事項】
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
→事務局長にて該当業者に確認し、企業名やその他細かい部分の確認を行う。その後必要であれば HP 上にて求人の広告、
ボランティアの募集など広報的な協力を行う事とする。
会員の派遣は基本的に公的機関（県・市町村又は委託を受けた団体）に対して行っていく。
３）中村千枝理事
1. 地域社会局認知症班(仮)の体制について 【別紙資料のとおり承認】
協会の「認知症の人の生活支援委員会」タスクに対応した編成案を作成したので、検討いただきたい
2. 沖縄県士会員を対象としたアンケート調査について 【別紙資料のとおり承認】
地域支援事業に出せる人材に関するアンケート案について(認知症、RUN 伴に関しては急ぎ実施したい意向あり)
3. 石垣市地域包括支援センターからの認知症家族介護教室講師依頼について
県士会宛に依頼してもらい、県士会からの派遣としてもらうことでよいか
４）吉岡美和理事
１．パイロット事業の内容についての説明と検討

【承認】

【状況確認承認】

５）安村勝也理事
【教育学術局関連】
１．担当業務分掌について
領域別、制度対策、リ専協関連研修など地域社会局提案の組織図に照合させながら整合性を整えていく。
２．臨床実習指導者研修会（中級・上級）派遣及び推薦者について
士会推薦者選出について （領域別）
３．「沖縄県作業療法研究」国立図書館への継続寄贈について
士会機関誌としての今後の内容検討や審査基準など検討

【承認】

【MTDLP 関連】
１．MTDLP 普及メンバーに対するマニュアル本配布について
→県士会で購入、メンバーに対しては必要備品として貸与する。
６）仲地宗幸理事
１．県学会についての進捗報告と学会長の承認を頂きたい
→別紙資料のとおり承認。県士会長名で学会長・実行委員長に委嘱状を作成送付する。
７）比嘉会長
１．県士会組織編成について(前回の続き)【継続審議事項】
⇒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。
→別紙のとおり新組織図で承認。
【報告事項】
1)事務局
１．会員の動向について
【退会：2 名】
【異動：13 名】
【改姓名：9 名】
【自宅住所変更：11 名】
【勤務先の住所変更：１名】

局長：三枝秀平

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・大分・奈良・神奈川・三重)、
他団体ニュース(沖縄県精神保健福祉会連合会、沖縄県薬剤師会、沖縄県歯科衛生士会、沖縄県手をつなぐ育成会、沖
縄県脊髄損傷者協会)、 日本作業療法士協会(生活行為向上ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ基礎研修受講ｼｰﾙの送付について・「作業療法白書
2015」および「日本作業療法士協会「五十年史」」はいふについて・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・広報誌ｵﾍﾟﾗ等の配布申込のご案内・作
業療法推進活動用ﾎﾟｽﾀｰ受付について、介護保険における福祉用具サービスをシームレスに提供するために必要な方策
に関する調査研究事業 報告書：冊子)、石川県作業療法士会(第 16 回当会北陸作業療法学会の演題募集のご案内)
宮崎県作業療法士会（代表理事・理事役員就任のお知らせ）、新潟県作業療法士会（平成 28.29 年度新潟県作業療法士会
役員体制のお知らせ）、山口県作業療法士会(会長退任・就任のお知らせ
事務局移転のお知らせ)
沖縄県保健医療部長（第 48 回沖縄県公衆衛生大会における県知事表彰候補者の推薦について）、那覇市役所 企画財務
部 市民税課(平成 28 年度 給与所得等による市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 給与所得に係る特別徴
収のしおり) 、沖縄県社会福祉協議会(平成 28 年度(第 19 回)沖縄県介護支援専門員実務研修受講試験申込みについて(ご
案内)・「第 6 回福祉機器展 2016」の開催案内について(依頼))( 「第 6 回福祉機器展 2016」の開催案内について(依頼))
日本福祉用具供給協会(「福祉用具貸与事業所の提供するｻｰﾋﾞｽの質の確保のために必要な方策に関する調査研究」事業
報告書送付について) 、(一社)沖縄県放射線技師会（会長変更のお知らせ）、(公社)沖縄県精神保健福祉会連合会(第 12
回こころの芸術・文化フェスティバルに対する後援依頼)、特定非営利活動法人 沖縄県脊髄損傷者協会(事務局移転のお
知らせ)、科学技術振興機構(資料ご寄贈のお願いについて(ｻﾝﾌﾟﾙ誌検討結果)) 、沖縄県医師連盟(自見はなこ激励会の開
催について(お願い) 自見はなこ先生激励会の御協力のお願い)、那覇公共職業安定所(雇用保険適用関係書類送付のご案
内) 、新潟大学歯科学総合研究科 摂食環境制御学講座 摂食嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学分野内(第 22 回日本摂食嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ
ﾝ学会学術大会 事前参加登録のご案内とﾎﾟｽﾀｰご送付のお知らせ) 、沖縄県歯科医師会(第 37 回歯科保健大会への後援に
ついて)、厚生労働省 医政局(第 37 回 全国歯科保健大会開催要綱)、那覇市立病院 総合相談センター 樋口 美智子
(「平成 28 年度 入退院支援連携デザイン事業 専門職研修コアメンバー・ワーキンググループメンバー」の推薦につい
て(ご依頼))、那覇市立病院 がん診療連携室(講演会「関わりのもたらすもーリハビリの心と力ー」のご案内について)
衆議院議員 比嘉 なつみ事務所(自由民主党「一日政調会」のご案内) 、テクノエイド協会(平成 28 年度障害者自立支
援機器等開発促進事業に係る「公募」及び「公募説明会」のご案内について) 、リンパドレナージ協会（平成２８年度診
療報酬改定における『リンパ浮腫治療』に関する収載内容と、当協会主催の講習会のご案内）、自由民主党(第２４回 自
由民主党沖縄県支部連合会大会 ご案内) 、北那覇税務署(源泉所得税の改正のあらまし) 、株式会社 沖縄ダイケン(ね
ずみ・こん虫防除作業実施のご案内)、沖縄地域社会ﾋﾞｼﾞｮﾝ大学院(子どもたちに音楽を通して生きる力を育む 沖縄地域
社会ﾋﾞｼﾞｮﾝ大学院 2016 公開講座のご案内)
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)
・5/13(金)「日本作業療法士協会の代議員総会議案書の確認のお願いと議案書についての質疑応答受付」の案内
・5/20(金) 5 月の勉強会のお知らせ
・5/31(火) 地域包括ケア推進リーダー導入研修会)
・6/3(金) 平成 28 年度 一般社団法人沖縄県作業療法士会 前期総会のお知らせ
・6/13(月) 『訪問リハビリテーション～小児疾患について～』(仮)
・6/14(火) 日本作業療法士協会生涯教育制度 個別相談のご案内

2)財務部
１．会費について（5 月 1 日～5 月 31 日）
会費収入：6 件（県士会指定口座への直接納入：6 件、口座引落分：0 件）

部長：山城峻

２．会費納入率（5 月末時点）
平成 28 年度：0.1％ 平成 27 年度:2.5%
３．会計打ち合わせ：5 月 10 日（火）
３）教育部
１．OT 協会

部長：土田真也
生涯教育制度基礎研修実績調査

2015 年度分

提出しました。

２．2015 年度生涯教育制度基礎ポイントシール集計終了。残部とともに協会に提出しました。
３．2016 年度生涯教育制度基礎ポイントシール申請中です。
※なお、今年度より、ポイントシールの管理を事務局に移管していただける旨のお話をいただいております。
先日その報告を受けましたので、管理方法について事務員と調整のうえ、今後ポイントシールが必要な際の方法など
を整理します。
４．今年度事業を下記の予定で進めていきます。
現職者共通研修①：7 月 24 日
現職者共通研修②：11 月 27 日
事例検討会①：9 月 4 日
事例検討会②：2 月 5 日
現職者選択研修（身体障害）：日程調整中
５．日本作業療法士協会の研修（沖縄県内開催情報）
専門作業療法士取得研修（認知症・基礎Ⅲ） 10 月 29 日・30 日
認定作業療法士取得研修「教育法」 11 月 5 日・6 日 会場を沖縄船員会館で押さえました。
※専門 OT 取得研修は全会員が受講可能ですが、認定 OT 取得研修は基礎研修修了者が受講対象者となります。
広報のために、基礎研修修了者の リスト開示を現在協会に申請中です。
６．生涯教育制度の会員向け個別相談会を開催します。
6 月 25 日（土）18:10～20:00 頃 沖縄県総合福祉センター

503 教室

７．6 月 25 日の前期総会は教育部長、欠席いたします。
子どもが同伴となるため。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
なお、同時間帯、上記６にあるとおり、1 フロア上の会場にいますので、昨年度の教育部事業に関する質問があった
場合はご連絡いただければ、ご説明に伺います。
４)教育学術部
理事：安村勝也
１．担当業務分掌について
仲地：旧学術部関連事業（県学会、研究会、機関誌など）
安村：教育部 〃
（生涯教育制度、MTDLP、協会・士会関連研修など）
人材管理（生涯教育制度修了者、MTDLP 基礎修了者など）は、事務局と連携していく。
２．生涯教育基礎ポイントシール事務局管理移行について
➡土田教育部長からご助言を頂きながら事務局へ移管
３．臨床実習指導者研修会（中級・上級）派遣及び推薦者について
運営委員として、大浜第一病院 松原良憲氏を運営委員として派遣を教育学術局にて承認
４．「沖縄県作業療法研究」国立図書館への継続寄贈について
今後の継続納本については、教育学術局にて承認
※返信用はがき回答
・部課名：教育学術局
※前年度は学術部
・連絡担当者名：仲地 宗幸

５)事業部
理事：下里綱
１．平成 28 年 8 月 21 日（日）の県民健康フェア
県民健康フェアにむけて、2 回目の事業部 meeting を開催した。昨年同様沖縄コンベンションセンターにて開催予定。
今年度はリハ 3 団体の booth が変更となる。当日までの準備の流れ、役割分担、備品の確認を行った。
・次回の事業部 meeting は 6 月 20 日（月）19：00～宜野湾記念病院で開催予定。
６)広報部
特になし。

理事：田村浩介

７)地域社会局
1. 第 18 回日本認知症ケア学会(沖縄開催)について
日時：2017 年 5 月 26 日(金)・27 日(土)
会場：沖縄コンベンションセンター
実行委員会として中村参加しますので、後援や企画にて県士会の協力いただきたい

理事：中村千枝

２. 地域社会局ミーティングの進捗状況
OT 協会重点項目に対応した組織編制について検討している
人材管理・派遣のフロー、沖リ専協との連絡体制について整理作業している
３. 6/11

全国リハビリテーション学校協会ブロック会議での熊本県養成校情報について

８)比嘉会長
特になし
９)その他
１．地域包括ケアシステム推進委員会
平成 28 年 4 月 12 日
4 月 13 日
5 月 17 日

委員長：田村浩介

第 1 回地域包括ケアシステム推進委員会
第 1 回沖縄県リハビリテーション専門職協会理事会
第 2 回地域包括ケアシステム推進委員会

5 月 17 日付で委員会を解散した。今後は、地域社会局(組織図については検討中)に位置づけ、活動を継続する。
２．日本作業療法士協会 50 周年記念事業について
※資料参照。予算について、確認したい。

理事：田村浩介

３．MTDLP 関連
理事：安村勝也
１．6 月 10 日（金）チーム MTDLP ゆい会議：参加者：田村、安村、幸地、花木、忽滑谷、松本
２．6 月 11 日（土）12（日）MTDLP 全国会議： 田村、安村にて参加
３．6 月 19 日（日）第 1 回 MTDLP 基礎研修会：参加申し込み状況：30 名 （6 月 10 日現在）
４．7 月 9 日（土）谷川真澄 MTDLP 委員長 来沖予定：リ専協イベントに参加予定
５．MTDLP ステップアップ研修：日程・講師共に調整中
４．旧法人移行準備委員
１．沖縄県作業療法士会の理事の任期等に関する確認
法務局とのやりとり等に関する報告と定款の再確認

旧理事：土田真也

