平成 29 年度

第6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 9 月 19 日(火) 19 時 00 分～21 時 30 分
３．理事総数：7 名
４．出席者 監事：大城由美子
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：宇田薫
欠席理事：仲地宗幸、中村千枝、田村浩介
議長選任：定刻に至り、本日の第 6 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）事務局
１．会員の動向について
【入会：7 名】

三枝理事

承認
【再入会：0 名】
【退会：1 名】
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。
※各理事、支部長、所属長にて声かけをお願いして会費納入を促していく。
２．平成３０年度作業療法推進モデル事業
①作業療法士を目指す人材の確保に関する取組
・イケメンＯＴカレンダー作り。消防士や自衛隊もカレンダーを作っているようにＯＴもイケメンＯＴの水着写
真のカレンダを作る。話題性５ リスク５ 費用３
・動画配信。50 万はかかってしまうが、感動的なＯＴ動画をつくってウェブ配信する。中高生がシェアしたくな
る工夫を施す。
話題性４ リスク２ 費用４
・医療・介護・福祉フェス 音楽イベントで集客し講演を交えていく話題性２ リスク２ 費用４

※学院の業務として、最近、学生募集のための県内外の高校訪問で進路の先生に沢山お会いする機会があります。
そこで、進路を担当する先生にさえも、作業療法士が十分に知られていないことに衝撃を受けています。
知ってもらうこと、知ってもらう仕掛けや媒体づくりは、確かに大事かもと思いました。（中村理事より）
②日本作業療法士協会・ 都道府県作業療法士会の組織強化の促進を図る取り組み
協会と士会の情報交換や意思疎通を促進するような取り組み。又は士会同士が繋がって協会と意見交換できる
取り組み。
・荻原事務局長全士会意見集約の旅
・県士会から協会事務局に 1 ヶ月短期留学
・協会誌に士会からの情報発信欄を作る
・1 士会１取り組みキャンペーン（各都道府県が一つずつ特徴的な取り組みを行う。）
・ＯＴ国体（全国士会共通の調査をして一定期間でどの県が効果を出したか）
３．JRAT

世話人会

10/4（水）開催予定

４．RUN 伴全体会議 10/11（水）開催予定
・会議開催の案内状の作成配布
・サポートメンバーの募集（沖精協へ依頼）
・9 月 14 日 準備委員会 開催予定（延期）
→ルート時間スケジュールの調整が必要。今後の広報に力を入れていく。
各理事は広報員として自覚し広報していく

５． 次年度事業計画、予算案作成
・定款変更 （理事数の変更等検討）法務局に確認しタイムスケジュールを作成。
予算決定 12 月 19 日（火） 12 月理事会
10 月、11 月予算案の提出
・定款と組織偏性は別枠で主に三役会議にて草案を作成する。
６． 介護予防リーダーの要件（案）
① MTDLP 基礎コース
② MTDLP 実践へ（地域ケア会議、総合事業への導入）
③ 沖リ専協主催地域ケア会議導入研修
④ 沖リ専協主催介護予防リーダー導入研修
⑤ 地域ケア会議聴講
１つは、MTDLP 研修システムには、②の MTDLP 実践研修会という研修会は存在しません。
仮名称だと思いますが、会員が混乱すると思われるので下記のように明示して頂けたらと思います。
①MTDLP 基礎研修会修了者
②MTDLP 研修修了者（基礎研修会修了＋事例報告 or 事例登録）
７． 九州作業療法士会長会主催 実習指導者研修への派遣者
運営委員：伊波さん
派遣者 ：増尾さん（天久台病院：精神科領域）

２）支部会
下里副会長
支部長会議
10/27（金）開催予定
事前に各支部で説明会を開催し各支部での連絡網の作成を優先的に行う。
支部長会議では RUN 伴を含む県士会事業の担当者の参加を促し、師部科医の中でも紹介・説明を行う。
（可能な限り理事、監事の出席を依頼する）
支部長からの事前の質問等も受け付ける。
会議後の懇親会の開催。
支部長会案内文書の作成および発送（議の開催並びに懇親会酸価の有無）
その他）
比嘉会長

【報告事項】
１）事務局
１．会員の動向について
【異動：1 名】

局長：三枝秀平

【自宅住所変更：1 名】
【郵便返却にて判明した会員情報変更者：1 名】
所属先・自宅住所不明者（個人への通知不可）
２．入会届・会員番号届出待ち（3 名）
①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）：3 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
・振込日：2017 年 7 月 10 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(香川・山口・大分・兵庫・高知・長崎・愛知・広島・奈良・北
海道・滋賀・山口)、他都道府県士会役員改選のお知らせ(埼玉・広島・滋賀) 、日本作業療法士協会(協会誌)
近畿作業療法学会(第 37 回近畿作業療法学会 抄録集の送付について)、他団体ニュース(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、沖縄県社会福祉協議会、チーム沖縄)、沖縄県理学療法士協
会(（公社）沖縄県理学療法士協会主催 理学療法月間 2017 について（名称後援承諾書お礼及び事業報告）)
沖縄県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職協会(専門職向け地域ケア会議研修会の企画会議開催への参加依頼について(ご依頼)、自
立支援型･介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄと地域ｹｱ会議研修会 模擬地域ｹｱ会議助言者派遣のお願い(ご依頼))、名護市役所

名護市域包括支援センター(「RUN 伴 2017 沖縄」後援辞退について)、浦添市役所 地域支援課(ＲＵＮ伴 2017
行事の後援について（回答）)、糸満市役所 介護長寿課(行事の(後援)について(回答) 『ＲＵＮ伴』2017 沖縄)
読谷村役場 読谷村地域包括支援ｾﾝﾀｰ(後援・協賛・共催事業の承認について(通知) 『ＲＵＮ伴』2017 沖縄)
沖縄県薬剤師会(役員改選のお知らせ、会報誌)、沖縄県社会福祉協議会(平成 29 年度ヘルスアップ(生活習慣病予
防)講習会開催の御案内、｢介護の日｣講演会の開催案内について(依頼)、社会福祉ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ新刊図書購入希望(ﾘｸｴｽ
ﾄ)調査の実施について(お願い))、社会福祉法人 沖縄県共同募金会(平成 29 年度 共同募金運動への協力方につ
いて)、沖縄県立総合精神保健福祉ｾﾝﾀｰ(平成 29 年度自死遺族支援者研修について(ご案内）)、沖縄県子ども生活
福祉部障害福祉課(平成 29 年度 沖縄県精神障害者地域移行･地域定着支援事業(ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修)委託契約に
ついて、平成 29 年度｢沖縄県福祉のまちづくり賞｣のご案内及び候補者の募集について(依頼）)、沖縄県指定自動
車学校協会(沖縄県障がい者運転復帰に向けた教習所指導員講習会の共同開催と会員等の講習会への参加につい
て(お願い)、厚生労働省医政局医事課(養成カリキュラム見直しに向けたアンケートの実施について(協力依頼))
沖縄県認知症グループホーム協会(｢第 14 回沖縄県グループホーム大会」の後援名義使用について(依頼)｣
「ＡＬＳ患者に対するコミュニケーション機器導入支援体制の検証に関する研究」班(「神経筋疾患患者に対す
るコミュニケーション機器導入支援ガイドブック～ALS を中心とした支援にかかわる医療職のための基礎知識
～」の発送について（冊子）、平安病院(高次脳リハビリテーション講習会のご案内)、別府重度障害者センター(｢平
成 29 年度頸髄損傷者に対するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研修会｣開催のご案内)、JICA 青年海外協力隊事務局募集・専攻課(JICA
ボランティア 2017 年度秋募集広報への御協力のお願い及び募集広報用ポスターの送付について、参議院議員ギ
マ光男後援会(儀間光男「国政を語る会」のお知らせ)、衆議院議員 比嘉なつみ事務所(比嘉なつみを囲む集い)
ミヤザキ政久後援会(ミヤザキ政久 激励の集い)、琉球銀行(第 15 回沖縄県作業療法士学会実行委員会財務部宛)
NTT ファイナンス(口座振替の案内)暑中見舞い(日本郵政グループ労働組合)、請求書(税理士法人 田仲・與那城
事務所、沖縄ヤマト運輸株式会社)
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)
・8/16(水)1 枚：①終末期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究会のお知らせ、②第 32 回日本 RA のﾘﾊﾋﾞﾘ研究会学術集会 開催案内
③平成 29 年度の県士会費の納入のお願い
・8/23(水)1 枚：①高次脳機能障がい研究会のお知らせ、②平成 29 年度の県士会費の納入のお願い
・8/30(水)1 枚：①RUN 伴 2017 沖縄ｻﾎﾟｰﾄﾒﾝﾊﾞｰ大募集(県歯科会員向け)
②日本作業療法士協会主催 専門作業療法士取得研修｢認知症 基礎Ⅱ｣の案内
③平成 29 年度の県士会費の納入のお願い
・9/6(水)1 枚：①(一社)日本作業療法士協会主催 がんのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研修会 再案内(募集期間延長)
②県士会認定 高次脳機能障がい研究会の勉強会のご案内
③県士会教育部 事例検討会 現職者共通研修⑨事例検討 参加者募集
④平成 29 年度の県士会費納入のお願い
・9/13(水)1 枚：①終末期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究会のお知らせ、
②沖縄県障がい者運転復帰に向けた教習所指導員講習会に申込された方へ(教室)変更の案内
③平成 29 年度の県士会費の納入のお願い
５．会員資格喪失の通知について
今年度の会員資格喪失対象者 191 名中、108 名は滞納分の納入確認できた為、会員継続へ。
1 名休会者の為、説明待機中。
残り 82 名は今年度の会員資格喪失者として審議に挙げております。会員資格喪失の承認後、個人へ通知致しま
す。※ただし、会員資格喪失者対象者の 82 名中 5 名は所属先・自宅住所不明の為、通知発送は待機となります。
連絡先判明次第発送へ。
６．今年度分の県士会費未納者について
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２７名です。
※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 名になりますので、現会員で約 95.7％の納入率
となります。
２）財務部

部長：山城峻

１．会費について（8 月 1 日～8 月 31 日）
会費収入：96 件（県士会指定口座への直接納入 17 件、口座引き落とし 15 件、コンビニ納入 64 件）
２．会費納入率（8 月末時点）
平成 28 年度：62％ 平成 29 年度:80.3%
３．会費納入率の向上に向けて

今後も引き続き、口座引き落としの手続きを案内し続けるとともに、未納者に対してはコンビニで
の支払いを案内していきます。
口座引き落としへの移行を進めるため各施設への呼びかけを会員資格の整理と併せて進めていき
たいと考えています。
４．公益目的支出について
現在、県民健康フェアに関する支出約 9 万円を計上しています。第 15 回学会・OT フェア・教育部
研修の会計はこれから挙がってきますので収益は計上されておりません。
３）その他
「放課後児童クラブにおける作業療法士コンサル事業」事業報告書（メール送付済み）

仲地理事

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 9 月 19 日
一般社団法人

沖縄県作業療法士会理事会において

