平成 29 年度

第8回

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 29 年 11 月 21 日(火) 19 時 00 分～21 時 30 分
３．理事総数：１０名
４．出席者 監事：宇田薫、
代表理事：比嘉靖
理事：三枝秀平、下里綱、山城峻、吉岡美和、安村勝也、村上典子、
欠席監事：大城由美子、欠席理事：中村千枝、田村浩介、仲地宗幸
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、満場一致をもって県立南部医療センター 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）事務局
１．会員の動向について
【入会：2 名】

三枝理事

入会承認
【再入会：1 名】
再入会承認
【退会：1 名】
退会承認
【今年度会員資格喪失対象者：82 名】※所属先名順。
〔〕内は滞納年度。再入会時は滞納分納入にて入会とする。※県士会の入会方法について検討要する。
９月の理事会で理事にて連絡をし、事務局に連絡するように促す（意志確認の為）
≪事務局に連絡があった会員：3 名≫ →会員資格喪失で処理：ご本人の意志確認済み≫
≪事務局に連絡があった会員：1 名≫ →滞納分支払いして退会≫納入確認済み
≪事務局に連絡があった会員：3 名≫ →会員継続≫※納入確認要
≪異動先に連絡するも折り返しの電話が来ない会員：１名≫
≪2017.11.20 時点で事務局に連絡がない会員：74 名≫
※2017.9.19 現在

会員数 714 名ですが、会員資格喪失者の処理後は 632 名になります。

【三役会議より】
①会員確保
資格の価値を維持・向上の取り組みを行っている職能団体に入らないなんて、他人のフンドシで土俵に上がるようなも
んで恥かしことなんだという事をポスターにする。デザイナーに依頼
デザイン料 3 万 印刷 3 万 予算約 6 万
→会員確保に関しては重要。現段階で協会会員管理システムと県士会の会員情報を同期する作業を行っており、その内容
を整理し次第、非会員に向け対策を立てる。
調査部（仮案）を立ち上げ非会員の状況を確認しながら実際にポスターデザインも考慮し検討する。
→調査部の立ち上げ（事務員の確保を積極的に行う）と取り組みに対して承認。
②沖縄−台湾 学術交流会の実施
JAOT も積極的に学術交流しているので沖縄も行いたい。台湾のどこと一緒に行うかは検討が必要である。
台湾から 5 人招聘 7 万×5 人＝35 万
会場 5 万 資料 3 万 接待 3 万
参加費 1500 円✖️200 名＝30 万
県士会持ち出し 20 万程度
→現段階で国際部の立ち上げの重要性を検討。組織体制の強化が優先では。理事会にて検討
→保留

③BBQ 大会
今年は少なかったが、どうにか定例にできないか。
→組織図の編成に伴い、福利厚生部が無くなり、ＢＢＱを含む懇親会等は支部ごとに予算化し次年度以降取り組んでいく。
理事も支部の懇親会に積極的に参加していく。
→各支部の会員数に応じて予算立てを行い、その中には理事も参加していただく。BBQ に限らず懇親を目的に計画立てて
いただく。
④認定 OT 増やす取り組み →協会の取り組み 仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡のみ開催
目標値を立てて、認定ＯＴを多くする。専門ＯＴも出していく。
士会認定システムの検討。他の地域も同様に課題を持っている。４７委員会で確認していく。
⑤発達ＯＴのネットワーク構築
⑥障害福祉領域ＯＴのネットワーク構築
→理事会にて検討
⑦九州士会長会主催 リーダー研修 「災害対策」 平成 30 年 2 月 10 日〜11 日 佐賀県開催
県士会からの派遣者の推薦
（JRAT 沖縄県支部の世話人として比嘉会長出席 運営委員として数名推薦済み：その中から派遣を検討）
大浜第二病院 新垣氏、大浜第一病院 新里氏（本人内諾）
承認
⑧沖リ専協 介護予防リーダー要件
❶ 協（士）会員、❷MTDLP 基礎研修修了者、❸士会指定研修受講者（行政 OT に依頼して次年度開催予定）
❹リ専協主催導入研修受講者、❺ケア会議傍聴
承認
※ リ専協とは別に士会として認知症関連事業の検討
❶初期集中支援チーム
❷認知症予防支援員（仮称）
県・市町村からの依頼に対応できるよう人材育成を考える。
⑨北部地区 B 登録者の本登録に関して
❶現職者共通研修終了者、❷MTDLP 基礎研修修了者
手続き：事務局連絡し登録フォームの送信、登録。

承認

⑩学校訪問作業療法士認証システムに関して
南風原町との連携より、将来的に学校訪問する作業療法士の質の担保を目的に士会にてある一定の要件を満たしたもの
に対し学校訪問作業療法士としての認証を行うようなシステムを作って欲しいとのこと。
琉大、南風原町、ゆいまある、県士会で協議中。具体的内容を再確認。
詳細確認後報告

その他）
【報告事項】
１）事務局
１．会員の動向について
【異動：4 名】

比嘉会長

局長：三枝秀平

【郵便物返品にて、所属先・自宅住所不明となった会員：2 名】※２名共、今年度の会員資格喪失対象者
【改姓名：１名】
【自宅住所変更：2 名】
２．入会届・会員番号届出待ち（2 名）
県士会指定口座に入金あるも、入会届未提出と思われる方（入会届出待ち）：2 名
・振込日：2017 年 6 月 22 日 １名 ※事務局より入会届を発送し、催促中
・振込日：2017 年 6 月 26 日 １名
．受理文書について
他都道府県士会ニュース・学術誌・学会のお知らせ(山口・島根・兵庫・長野・群馬・福岡・大分・広島・北海
道・東京・高知・愛知)、日本作業療法士協会(協会誌、会員の処分について（報告）)、
（公社）沖縄県理学療法
士協会(第 19 回沖縄県理学療法士協会学会ポスター送付)、
九州 PTOT 合同学会事務局(九州 PTOT 合同学会冊子)

JRAT 大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会(JRAT 災害支援活動報告書の送付について)
他団体ニュース(沖縄手をつなぐ育成会、㈱アストクリエイティブ、沖縄県脊髄損傷者協会、沖縄県精神保健福祉
会連合会)、、沖縄市役所(沖縄市認知症初期集中支援チーム検討委員会の開催のお知らせ)、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 2017～の御案内及び広報への御協力依頼について、平成 29 年度
沖縄県総合福祉センター救急法講習会の開催について)、
、沖縄県医師会(平成 29 年度第１回沖縄県医師会保健連
合（なごみ会）幹事会資料送付について、請求書〔10/31 平成 29 年度第 1 回沖縄県医療保健連合懇談会等経費負
担金〕)、沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課(ピアサポート養成研修 契約書、平成 29 年度「沖縄県福祉のまち
づくり賞」に係る事例集について（送付）、)、北那覇税務署(年末調整関係書類及び法定調書関係書類在中)
沖縄県社会福祉協議会センター管理室(平成 29 年度沖縄県総合福祉センター消防訓練要項)、沖縄県精神保健福祉
会連合会(私宅監置施設の保存に関する座談会について)、沖縄県学童保育研究大会(第 26 回沖縄県学童保育研究
大会後援ご承諾のお礼とご案内)、沖縄県介護支援専門員協会(『第 14 回沖縄県介護支援専門員研究大会 日本ｹ
ｱﾏﾈﾝｼﾞﾒﾝﾄ学会 in 沖縄』開催における後援名義の使用について(依頼))、沖縄県医療ソーシャルワーカー(平成 29
年度入退院支援連携ﾃﾞｻﾞｲﾝ事業「第２回入退院支援連携ﾃﾞｻﾞｲﾝに係る研修会」の開催について)、日本通所ケア研
究会(記事掲載について(依頼))、
Team きらり OKINAWA(｢きらりの集い in 沖縄 2018｣に」
関わる後援について(依
頼)、
「きらりの集い in 沖縄 2018 チャリティー講演会」の共催依頼)、沖縄県立総合精神保健ｾﾝﾀｰ(平成 29 年度か
かりつけ医等心の健康対応力向上研修の開催について)、長崎大学医学部保健学科(文部科学省｢課題解決型高度医
療人材養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣採択事業高度ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職の養成ー長崎地域包括ｹｱｼｽﾃﾑを活用したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑー臨床指導
者養成教育ｺｰｽ推進ﾌｫｰﾗﾑ開催のご案内)、第 7 回日本言語聴覚士協会 九州地区学術集会 沖縄大会(「第 7 回日
本言語聴覚士協会 九州地区学術集会 沖縄大会」後援(名称使用）のお願い)、那覇市立病院(リンパ浮腫講習会
開催のご案内)、渡久山設計(創立 45 周年記念講演会のご案内)、沖縄県中小企業家同友会(第 12 回雇用・就労支
援フォーラムの案内)、西日本国際福祉機器展(第 19 回西日本国際福祉機器展の案内)、
（公社）杉浦記念財団(第 7
回杉浦地域振興助成の募集のご案内)、全国公益法人協会 西日本業務局(一般法人・公益法人の実践簿記会計実
務特別講座)、株式会社アローウィン(DVD カタログ（映像教材）)、アメリカンエクスプレス(クレジットカード
の案内)、日本年金機構(厚生年金保険・健康保険の加入状況の調査について)、沖縄ダイケン(空調冷房(ガズ)使用
停止の御案内)、請求書関連(税理士法人 田仲･與那城事務所、沖縄県医師会)、NTT ファイナンス(口座振替の御
案内)
４．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)
・10/18（水）1 枚：①沖リ専協 定例研修会の案内
②終末期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究会のお知らせ
③平成 30 年度の休会希望者の手続について
・11/1（水）１枚：①一般社団法人日本作業療法士協会 生涯教育制度研修会
１）平成 29 年度現職者共通研修⑩「事例報告」第 2 回事例検討・報告会 発表者募集
２）現職者共通研修②の御案内
②平成 30 年度の休会希望者の手続について〔訂正版〕
③事務局関連のお知らせ
・11/8（水）１枚：①一般社団法人日本作業療法士協会 生涯教育制度研修会
１）平成 29 年度現職者共通研修⑩「事例報告」第 2 回事例検討・報告会 発表者募集
２）現職者共通研修②の御案内
②平成 29 年度 第 2 回「生活行為向上マネジメント事例検討会」
・事例大募集
③平成 30 年度の休会希望者の手続について
・11/15（水）
：事務員不在の為、事務局配信お休み
５．今年度分の県士会費未納者への通知
今年度の会員資格喪失予定者を除く、現会員で今年度分の県士会費未納者は３３名です。（うち４名は５月・７
月・９月の口座振替で全て残高不足にて処理できなかった方になります）
今年度の県士会未納者について、１１月末までに個人へ通知予定です。
２）財務部
１．会費について（10 月 1 日～10 月 31 日）
会費収入 9 件（県士会指定口座への直接納入：４件、口座引き落とし：5 件）
２．会費納入率（10 月末時点 ※予算対比）
平成 28 年度：61.6％ 平成 29 年度：90.8%

部長：山城峻

３）事業部
吉岡理事
開催日：10月１日（日）開催時間：11:00 ～ 15:00
出席者：事業部）西野、永山、東濱、大城、森江、末吉、安慶名、渡嘉敷、比嘉一絵、屋比久、島、吉岡

応援）豊島、津嘉山、上原（同仁病院）
内 容：パネル展示、自助具体験、遊具展示、作業体験（ボンドアート）、介護予
経費：
金額
防ミニ講義、アンケート _
14,000
旅費交通費
スケジュール：
7,101
昼食費
前日 事務所から物品受け取り _
216
材料費
当日 9:30 ～ 沖リハから機材運搬長机10台、スクリーン、ポータブル
21,317
合計
スピーカー、マイク _
（担当：永山、東濱、大城、森江、末吉、渡嘉敷、吉岡） _
10:00 ～西原シティ集合 _
11:00 ～ 15:00 フェア開催
15:30 ～ 沖リハへ機材運搬 長机10台、スクリーン、ポータブルスピーカー、マイク _
（担当：永山、東濱、大城、森江、豊島、津嘉山、吉岡） _
来場者数：77名（アンケート回答者数）
（ポスター印刷費、送料を除く）

４）その他

以上をもって本(拡大)理事会の報告事項・審議議案全部の審議を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、
21 時 30 分に散会した。
上記の決議を明確にするため、議長及び議事録署名人において次に記名押印する。
平成 29 年 11 月 21 日
一般社団法人

沖縄県作業療法士会理事会において

