平成 29 年度

第3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 6 月 20 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、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、仲地宗幸、安村勝也、中村千枝、田村浩介
村上典子
欠席理事：なし
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）事務局
１．会員の動向について
【入会：8 名】

三枝理事

承認
【退会：2 名】
承認
２．昨年度末に実施した会員動向 FAX の回答に記載されていた会員情報の変更について
【退会処理の検討者：2 名】
【職場退職で所属先不明者→自宅会員として仮登録しております：8 名】
【異動先が記載されていたので異動で登録：28 名】
【改姓名が記載されていたので、改姓名登録：7 名】
承認
２．県士会費のデータ整理の結果
１）会員資格喪失者 追加；１名
２）前回の理事会で会員資格喪失者として挙がっていたが、H27.6.15 以降に支払いあり。
滞納年数が多いがコンビニ収納取扱票で請求している者：１名

承認
３．平成２９年度前期総会に関して
6 月２５日（日） 沖縄県作業療法学会にて開催
※ 後期総会は理事会戦の為、３月 25 日までに開催しなくてはならない
※ 定款の変更（理事数、総会開催内容、定款細則の設定など）７月より三役会議でたたき台を作成していく。
４．名簿作成に関して
現在作成中。今月中に配布予定。

２）教育部
⒈生活行為向上マネジメント教員研修会への会員派遣に関して
平成 29 年８月２０日(日)９時〜16 時 横浜リハビリテーション専門学校
テーマ「どうすれば MTDLP 実習が進むか」

安村理事

→養成校あてに依頼文書を作成し、その反応をみて再検討。
⒉MTDLP を活用した臨床実習に繋げる事例検討会
平成２９年９月１０日(日) ９時〜12 時 沖縄県総合福祉センター 講師：山田孝先生（目白大学教授）
参加費 1,000 円
公使謝礼金 15,000 円（謝金は県士会負担：参加費で会場費資料代）
→承認
３）学術部

安村理事

⒈新研究会の申請
「認知機能リハビリテーション研究会」

新垣病院

伊藤・目取真（世話人）

※ 代表者会議にて更新として書類の提出を依頼する。
※ 研究会規程の作成。
→承認
その他）
仲地理事
・南風原町学童 OT コラボ企画
岡山県が WOM 助成金をうけ、全国モデル事業として実習。南風原長が手上げの予定。
３〜４カ所の都道府県で実施予定。
作業療法士 3 名 OJT２名
３人１組で 3 回実施予定
→継続審議して行くが前向きに検討
【報告事項】
１）事務局
１．会員の動向について
【異動：6 名】

局長：三枝秀平

【改姓名：1 名】
【自宅住所変更：3 名】
【協会番号の変更：1 名】
２．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(東京・山口・神奈川・京都・奈良・三重・兵庫)
他都道府県士会役員改選のお知らせ(栃木・石川・島根) 、愛知県作業療法士会(アンケートについてのお願い)
日本作業療法士協会(作業療法推進活動用ポスター受付について、パンフレット・広報誌オペラ等の配布申込のご
案内、平成 28 年厚生労働省老人保健事業推進費等補助金事業｢介護保険施設等における寝たきりゼロのためのリ
ハビリテーションの在り方に関する調査研究事業｣研究報告書及びガイドブックの送付について、平成 28 年度厚
生労働省老人保健事業推進費等補助金事業｢認知症のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを推進するための調査研究事業｣研究報告書お
よび当事者のための手引き送付について)沖縄県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職協会(平成 29 年度構成団体会費の納付につい
て(お願い))、沖縄県知事(行政財産使用許可書)、他団体ニュース(沖縄県社会福祉協議会、沖縄県手をつなぐ育成
会、沖縄県精神保健福祉連合会)、沖縄県総合福祉センター(害虫防除作業のお知らせ)、沖縄県脊髄損傷者協会(交
通事故相談セミナーの案内)、沖縄県介護福祉士会(会長就任のご挨拶)、沖縄県社会福祉協議会 介護実習･普及
ｾﾝﾀｰ(｢第 7 回福祉機器展 2017｣の開催について(依頼))、那覇市総務課市民防災室(不発弾処理のお知らせ)
那覇地方法務局(法人登記部門)( 御連絡(取下書・再使用証明申出書))、日本福祉用具供給協会(「福祉用具･介護ﾛ
ﾎﾞｯﾄの貸与(販売)価格の適正化に関わるｼｽﾃﾑ構築に関する調査研究」
「福祉用具貸与ｻｰﾋﾞｽ事業所におけるｻｰﾋﾞｽﾌﾟ
ﾛｾｽ及び価格設定ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」送付について)、大浜第一病院(承諾書：第 15 回沖縄県作業療法士学会)
沖縄県社会福祉協議会(平成 29 年度キャリダン講習会のご案内、
「平成 29 年度沖縄県総合福祉センター自衛消防
計画関係届」の提出について)、那覇市就職・生活支援パーソナルサポートセンター(那覇市就職・生活なんでも
相談会)、嬉野が丘サマリヤ人病院(認知症 LIFE シンポジウムのご案内)、琉球ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院(創立 15 周年記念
式典のお礼)、琉球銀行（学会宛文書：２通）
、新社会システム総合研究所(ＳＳＫセミナーの限定ご案内)
精神科作業療法協会(｢第 53 回精神科作業療法協会全国研修会 in 山口｣開催のお知らせと広報依頼)
北那覇税務署(源泉所得税の改正のあらまし)、満喜株式会社(公益法人 会計セミナーのご案内)
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(お願い))、沖縄労働局(労働保険料･一般拠出出
金 申告書)、福岡国際医療福祉学院(｢福岡国際医療福祉大学(仮称)｣新設に伴う専任教員の公募について(依頼))
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)
・5/17(水)：平成２９年度 第１回「生活行為向上マネジメント基礎研修」の案内、第１５回沖縄県作業療法
学会の案内 バトンタッチ ～共に未来を創る～、平成２９年度 研究会募集の案内
・5/24(水)：平成２９年度 第 1 回「生活行為向上マネンジメント基礎研修」の案内、
「平成２９年度ＭＴＤＬＰ
年間研修計画」の案内、
【沖リ専協】総合事業における介護予防ケアマネンジメント研修会(基礎編)
の案内、平成 29 年度 県士会費の口座振替の案内、県士会費滞納者の方への案内
・5/25(木)：第 15 回沖縄県作業療法士学会のご案内
・6/7(水)：第 15 回 沖縄県作業療法学会のご案内、第１回「生活行為向上マネジメント基礎研修」のご案内、

高次脳機能障害研究医会 勉強会の案内
・6/14(水)：平成２９年度(一社)沖縄県作業療法士会 前期総会開催のお知らせ、現職者共通研修①の案内～日本
作業療法士協会 生涯教育制度研修会～、沖リ専協 定例研修会の案内
４．会員資格喪失の処理について
第２回理事会にて決定した会員資格喪失の処理ですが、平成 27.6.15 付けで会員資格喪失として会員名簿から
削除致しました。
ご本人宛に会員資格喪失の通知を致します。
（6 月中）
２）財務部
⒈会費について（5 月１日〜５月３１日）
会費収入：９件（県士会指定口座への直接納入：7 件、コンビニ払込：２件）
⒉会費納入率（5 月末時点）
平成２８年度：０.1％
平成２７年度：１.６％

部長：山城峻

３）介護保険対策部
1. 部長・班長について
介護保険対策部部長→知花朋弥さん(自宅?)
地域移行支援班→選定中
認知症・介護予防班班長→徳里尚美さん(天久台病院)

中村理事

2. RUN 伴 2017 について
・11 月 25 日(土)実施します
・実行委員長としての動きが遅滞し、大変ご迷惑をおかけしています。
・今月中に依頼市町村に直接挨拶・依頼に周り、7 月中にコース決定の流れとしたい。また、各市町村に現地会員
を割り当てて、運営に協力できる体制を整えていきたい。
・初動の遅れを取り戻せるよう、スケジュール詳細は今週を目途に立案するので、理事・会員の皆様のご協力を何
卒よろしくお願いいたします。
3. 日本作業療法士協会認知症作業療法推進委員会関連
(1) 平成 29 年度認知症作業療法推進委員会議
日時：平成 29 年 11 月 18 日（土）13：00～18：00、19 日（日）9：30～15：00
場所：未定（東京都内）
(2) アップデート研修について
・平成 28 年度会議で提示されたモジュールでのアップデート研修を実施するにあたり、①案:中南部・北部の 2 会
場、②案:本島(中部)・離島(宮古 or 石垣)の 2 会場のいずれか 2 回開催で考えています→時間があればご審議お願
いいたします

４）教育部
⒈MTDLP 全国推進会議報告

安村理事

５）その他
特別支援学級意見交換会基本情報に関して（大城由美子監事）

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 6 月 20 日
一般社団法人

沖縄県作業療法士会理事会において

