平成 29 年度

第 12 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 30 年 3 月 20 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、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、村上典子
欠席理事：中村千枝、田村浩介
議長選任：定刻に至り、本日の第 12 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
三枝理事
１．会員の動向について
【2018 年度入会：4 名】→４月１日以前に会費納入者。入会日については、4 月 1 日で入力予定
【2018 度再入会：１名】
【2018 年度休会希望者：１名】
【退会：２名】
【今年度会員資格喪失対象者：８７名】※所属先名順。2018.2.20 現在（通帳コピーデータ反映）
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）
≪現時点で意志確認ができている会員：２２名≫
①会員資格喪失（未納退会処理）：3 名⇒こちらは未納退会にて退会処理済み〔Ｈ29.10.17 付け〕
②退会届提出あり（未納退会通知出す予定）
：１名
③納入退会（正規退会扱いにて処理）：1 名
④滞納分納入し、会員継続となった会員：12 名
⑤会費納入不足・会員継続の意思は確認できる会員：5 名
≪現時点で意志確認ができない会員：６５名≫
①所属先がわかる会員：50 名
②所属先不明にて自宅会員として仮登録：9 名
③会員資格喪失対象者のうち所属先・自宅住所共に不明の為、通知不可だった会員：6 名

（１） 後期総会に関して
定款変更の根拠の説明に関しては会長で実施（理事数の変更、総会回数の変更）

（２） RUN 供 運営責任者並びに運営委員に関して
委員会設置に伴う認知症推進委員の中で検討してはどうか

（３） ４７委員会のオブザーバー参加に関して

承認
各理事確認後決定

次年度４７委員会の開催は３回を予定。予定として
第 1 回 仲地理事 or 村上理事
第２回 村上理事 or 仲地理事
第 3 回 安村理事

（４） 中村理事の県外異動に伴い理事辞任に関して
リ専協理事の変更
リ専協運営員の追加

→ 末吉珠代さん（大浜第一 訪問リハビリ）
→ 知念瑞穂さん（北中城村役場）

（５） 新人オリエンテーションの日程
５月 12 日（土）

19:00〜

（６） 特設委員会の設置（継続審議）
①

承認

県民の移動を考える委員会

承認
沖縄県総合福祉センター ４０３号室

②
③
④
⑤
⑥
⑦

認知症推進委員会 →RUN 伴運営委員と共に部局に配置を検討
こども応援専門士推進委員会
障害者（生涯）スポーツ推進委員会
地域支援委員会
ピア活用推進委員会
介護ロボットニーズシーズ アンケートの確認

（７） 新年度 4 月以降の流れ
4 月理事会は長時間を考え土曜日に設定。年間のスケジュール、組織図、運営方法
の検討を綿密に行う。
・ 事業計画、補正予算
・ 総会日程、理事会、三役会、部局会議の在り方
・ 組織図ならびに理事改選

（８） 新年度事業計画・事業予算に関して
今回の総会第 2 案で出されていた事業計画。予算を理事会にて審議が必要。

２）事業部
吉岡理事
⑴作業療法フェアの開催追加について
事業部活動の中核である作業療法フェアを西原シティに加え他の地域で開催を企画実施したい。詳細については、理事
会へ報告相談を行いながら事業部会で検討することの承認をお願いしたい。
各支部開催の方向性で承認
して
⑵事業部員の随時増員に関する許可について
実行のために事業部員の増員は必須であると考える。現在、ちゅうざん病院および糸満清明病院に勤務する OT から事
業部への参加を打診されている。このように協力的な OT を、随時県士会活動に参加していただくことが活性化につなが
っていくと考えられる。またタイムリーに声かけすることも参加へきっかけとして重要であるため、随時声かけ・増員す
ることの承認をお願いしたい。
承認

３）教育部
安村理事
⑴MTDLP 推進プロジェクト全国推進会議への県士会会員派遣について
第 8 回 MTDLP 推進全国推進会議
平成 30 年 5 月 12 日（土）東京
協会事務局からは各士会から 2 名枠（士会負担）を頂いています。そこで、県士会の費用弁済での派遣及び旅費負担の
審議をお願い致します。派遣人数については、会員 2 名を要望致します。
今回は平成 30 年度に協会内部組織に設置される「MTDLP 士会連携室」の説明やプロジェクト終了後の MTDLP 推進
についての議題が主になるかと思います。
沖縄県の MTDLP 推進を今後も継続、発展させていくためにもまた、人材育成の意味からも重要な会議となると思いま
す。
尚、派遣者に関しては教育部 MTDLP 推進班メンバーより人選したいと思います。
承認（人選は安村理事）
その他）
【報告事項】
１）事務局
１．会員の動向について
【異動：11 名】
【改姓名：2 名】
【自宅住所変更：2 名】

比嘉会長

局長：三枝秀平

２．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、催促中だが未提出。
・振込日：2017 年 6 月 26 日 １名
３．２０１８度の県士会費納入者：９名
過払いの為、２０１８年度の県士会費納入となっている会員（ご本人に通知文書発送済み）
１名今年度退会者を除く、８名につきましては、２０１８年度の口座振替は致しません。２０１８年度の県士会シ
ール出来次第、領収書とシール発送予定です。

４．今年度分のみ県士会費未納者：３１名
今年度の県士会未納者について、１１月２２日に個人へ通知済みです。
口座振替対象者は、12 月 27 日に口座振替しましたが、全員結果残高不足の為、口座振替不可。
５．平成 30 年度の休会決定通知書：11 名発送致しました。
６．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(高知・香川・長野・熊本・広島・奈良・北海道・兵庫・山口・
秋田・山梨)、日本作業療法士協会(協会誌、Asian Journal of Occupational Therapy 冊子版 Vol.13 の送付)、
平成３０年度ＯＴ養成校入学式の御案内（沖縄リハビリテーション福祉学院、琉球リハビリテーション学院、久留
米リハビリテーション学院、
）
、平成 29 年度県内ＯＴ養成校卒業式出席のお礼（沖縄リハビリテーション福祉学院、
琉球リハビリテーション学院）
、他団体ニュース(沖縄県脊髄損傷者協会、沖縄県薬剤師会、沖縄県精神保健福祉会
連合会、沖縄県手をつなぐ育成会)、平成 29 年度入学式の御案内（沖縄リハビリテーション福祉学院、琉球リハビ
リテーション学院、
）、沖縄県総合福祉センター（平成３０年度総合福祉センターへの入居に係る行政財産使用許可
申請書の提出について）
、那覇市総務部総務課市民防災室（土砂災害警戒区域の指定に伴うハザードマップの配布に
ついて）
、沖縄県精神保健福祉協会（沖縄県精神保健・医療・福祉連絡協議会 平成２９年度臨時総会）、沖縄県医
療ソーシャルワーカー協会（原稿などの加除修正について 協力依頼：宇田監事宛、平成 29 年度入退院支援連携ﾃﾞ
ｻﾞｲﾝ事業「第５回在宅医療・介護連携推進事業に係る研修会」の開催について）、(公社)南部地区歯科医師会（
『私
の介護、一歩前へ ～生きると食べるを支えたい～』参加ご協力のお礼ならびに今後の連携のお願いについて）
、第
7 回日本言語聴覚士協会（第 7 回日本言語聴覚士協会九州地区学術集会沖縄大会 ご協力のお礼）
、
那覇市立病院（
「肺
がんの放射線治療とその副作用について」研修案内）
、平安病院（高次脳機能障害支援普及事業研修会の御案内）
独立行政法人国際協力機構（JICA ボランティア 2018 年度春募集広報へのご協力のお願いおよび募集広報ポスタ
ーの送付について）
、日本心理教育・家族教室ネットワーク第 21 回研究集会沖縄大会（日本心理教育・家族教室
ネットワーク第 21 回研究集会沖縄大会 顧問のお礼・ご後援のお礼）
、第 33 回日本保健医療行動科学会学会学
術大会（第 33 回日本保健医療行動科学会学会学術大会の御案内）、(株)青海社（作業療法士のための組織マネジ
メントセミナーのご案内）
、全国公益法人協会 西日本業務局（各種講座のお知らせ:FAX）
、くわえ朝千夫 講演
会（沖縄市長くわえ朝千夫事務所開きの案内：来室受取）、ハローワーク（雇用保険に関するお知らせ）、NTT
ファイナンス（口座振替の御案内）
、SAKURA internet（請求書）、DELL（ＩＴ関連の案内）

８．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)
・2/21(水)２枚：①重要！日本作業療法士協会 生涯教育制度 改定の御案内②沖リ専協 訪問リハビリ実務者研修会（再
案内）
、③平成 29 年度（一社）沖縄県作業療法士会 後期総会開催のお知らせ④退会届について
･2/23(金)臨時便１枚：主催 一般社団法人 沖縄県作業療法士会 認知症推進委員会 認知症アップデート研修会
･2/27(火)臨時便１枚：主催 一般社団法人 沖縄県作業療法士会 認知症推進委員会 認知症アップデート研修会(再案内)
･2/28(水)１枚：①終末期リハビリテーション研究会のお知らせ②平成 29 年度(一社)沖縄県作業療法士会 後期総会開催
のお知らせ、③重要！日本作業療法士協会 生涯教育制度 改定の御案内
･3/7(水)１枚：①平成 29 年度(一社)沖縄県作業療法士会 後期総会開催のお知らせ②平成 29 年度の県士会費納入のお願
い③退会届について
９．県士会シール発送について
2018.2.9 納入分までに確認できた県士会費納入者について、全員県士会シール発送済みです。
県士会滞納者には、支払いした過去の県士会シールも合わせて送っています。
〔発送待ち 6 名〕
①今年度の口座振替済みだが、所属先・自宅住所不明：1 名
②入金不足だった方 2 名〔2 月に案内通知を出しました。
〕
③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）：1 名
④2018 年度（平成 30 年度）新規入会希望者 ※県士会シール届き次第、発送へ
１０．退会届について
※事務局通信と県士会ホームページにて案内しております。
今年度（平成２９年度）で退会希望される会員様は、平成３０年３月３１日（消印有効）までに、退会届用紙を届けると
ように案内をしております。
来年度の県士会費 口座振替が平成３０年４月２７日(金)を予定
（口座振替のデータ送信を 4 月 16 日(月)に予定しております。上記期限内までに退会届が確認できなかった場合は、平
成３０年度の県士会費 口座引落対象者となります）
１１．平成３０年度の県士会費 口座振替予定日
※事務局通信と県士会ホームページにて案内しております。
第１回 口座振替日：平成３０年４月２７日(金)対象者全員口座振替致します
第２回 口座振替日：平成３０年５月２８日(月)第１回で不足等で口座振替できなかった方対象、他

第３回 口座振替日：平成３０年６月２７日(水) 第１・２回残高不足等で口座振替できなかった方対象、他
☆第１・２・３回共残高不足等で口座振替できなかった会員様につきましては、11 月中にハガキにて通知予定です。
予備日 口座振替日：平成３０年１２月２７日（木）※平成 30 年度分の口座振替は最終となります。
※予備日での口座振替も残高不足等で口座振替できなかった会員様につきましては、県士会指定口座に振込となります。

２）財務部
１．会費について（2 月 1 日～2 月 28 日）
会費収入 6 件（県士会指定口座への直接納入：6 件、口座振替分：0 件）
２．会費納入率（2 月末時点）
平成 28 年度：70％ 平成 29 年度：集計中
３．会計打合せ：2 月 20 日（火）

部長：山城峻

３）その他
「入退院支援連携デザインガイドライン」の編集委員会の活動報告（宇田理事）
３職種からの委員は沖り専協：池城会長 ＰＴ：神谷氏 ＳＴ：久志氏
今年度は昨年度、この事業で作成された「入退院支援連携デザインガイドライン」の改訂作業であったが、委員会は第１
回目が３月３日、第２回が３月１０日と年度末に２週連続で開催された。ガイドラインに含まれているリハの連携フォー
マットは３職種の代表とも、いつの時点でそのフォーマットに決まったかも把握できておらず、運用しにくい部分があっ
たので、修正案を３職種で提案した。
年度末での急な召集であったため、３職種での意見交換もできず充分にこの事業での役割を果たせなかったと感じる。

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 30 年 3 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

議

長

印

監

事

印

