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平成 24 年（2012 年）度 第 5 回 理事会議事録 
 
Ⅰ．日 時：平成 25 年 2 月 7 日（木）19:00～21:25 
 
Ⅱ．場 所：神奈川県作業療法士会事務所 
 
Ⅲ．理事会定数 １２名 
  出席理事：淺井、錠内、奥原、木村、小峰、作田、鈴木、冨山、原、福留、三浦、澤口 
  委任理事：渡邉、机、中西、野々垣 

出席監事：清宮、長谷川 
その他 ：松本（広報部ニュース班）、酒井（広報部対外班）、沼田（福祉用具委員会）、 

金山・一志（事務局書記） 
 
Ⅳ．議長団選任 

議長：錠内副会長 
副議長：澤口事務局長 
議事録署名人：錠内副会長、清宮監事、三浦理事 

 
Ⅴ．配布資料 
  各・委員会より理事会資料 

事務局／財務部／学術部／教育部／広報部／福利部／地域リハビリテーション部／規約委員会／ 
  福祉用具委員会／ウェブサイト管理委員会／学会評議委員会／企画調整委員会／代議員制度対策委員会 
 
Ⅵ．回覧資料  

神奈川県栄養士会より40周年記念誌／麻生ヒューマニーセンターより障害者雇用支援事業のご案内 

在宅医療福祉コンソーシアム長崎事務局よりシンポジウム開催のお知らせ／年賀状32通 

日本医療リンパドレナージ協会より 2013 年度医療リンパドレナージセラピスト養成講習会パンフレッ

ト／医歯薬出版株式会社より図書目録／県立保健福祉大学より10周年記念式典出席お礼／ 

県立保健福祉大学より大学ポスターの掲示について（依頼）   
 
Ⅶ．報告・検討事項 
１．事務局（澤口事務局長） 
（１）報告事項 
１）渉外関連 

①神奈川県保健衛生表彰 表彰式（YMCA 田中節子先生受賞） 

 日時：平成24年11月 14日（水）14：00～ 会場：神奈川県総合医療会館 

②神奈川県栄養士会設立40周年祝賀会 

  日時：平成24年 11月16日（金）出席：錠内副会長 

③県立保健福祉大学 開学10周年記念式典・講演・座談会 

 日時：平成24年12月 27日(木)14：00～  会場：県立保健福祉大学公会堂 出席：長谷川監事 

④神奈川県民医療推進会議 県民集会「国民医療を守るための神奈川県総決起大会」の開催 

事前打合わせ日時：平成24年 12月17日（月）18：00～ 出席：名古屋事務局次長 

県民集会日程：平成24年12月 26日（水） 出席：長谷川監事・木村理事・澤口事務局長 

⑤平成24年度神奈川県リハビリテーション協議会  

  日時：平成25年 1月11日（金）  出席：木村理事（渡邉会長代理） 

 ⑥賀詞交歓会 

a県栄養士会 日程：平成25年 1月11日（金） 出席：淺井副会長 

b県病院協会 日程：平成25年 1月16日（水） 出席：渡邉会長 

c県放射線技師会 日程：平成25年1月 16日（水） 出席：錠内副会長 
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d県臨床検査技師会 日程：平成25年1月18日（金） 出席：淺井副会長 

e県看護協会 日程：平成25年 1月24日（木） 出席：澤口事務局長 

⑦神奈川県医師会 副会長 馬嶋氏 旭日章受章祝賀会 

  日時：平成25年 2月14日（木）18：30～ 会場：ホテルニューグランド 欠席のため祝電対応 

 ２）県士会・会員派遣依頼 

①認定審査委員など推薦依頼（それぞれ任期：平成25年 4月１日～平成27年3月 31日） 

それぞれ現任者が継続にて推薦。詳細は以下の通り。 

a川崎市 介護認定審査会委員（1名→３名へ増員） 

 麻生区：湯澤大輔氏（麻生リハビリ総合病院）多摩区：名古屋和茂氏（横浜YMCA学院専門学校） 

 高津区：金子美鈴氏（関東労災病院） 

b厚木市 厚木市介護認定審査会委員（1名） 

玉垣幹子氏（神奈川リハビリテーション病院） 

c相模原市 障害程度区分判定等審査会委員（４名） 

坂本豊美氏・渡邉 誠氏・湯浅 まり氏（北里大学 医療衛生学部）、斎藤和夫氏（淵野辺病院） 

d小田原市 介護認定審査会委員（3名） 

菅井京子氏・館下潤一氏（国府津病院）、佐藤良枝氏（曽我病院） 

e小田原市箱根町真鶴町湯河原町 障害程度区分認定審査会委員（1名） 

 鈴木孝治氏（国際医療福祉大学小田原保健福祉学部） 

３）事業協力・研修会周知依頼等 

①すこやかかながわ一万人健康ウオーク実行委員会よりすこやかかながわ一万人健康ウオーク代替事業

最終参加確認について ⇒広報部に回覧 

②若年認知症グループどんどん 公開勉強会のご案内 ⇒HP掲載 

③日本理学療法士協会 地域保健総合推進事業報告集会案内 ⇒HP掲載 

④神奈川県危機管理課 レッドリボン賞推薦の依頼 ⇒該当なしにて回答 

⑤卒業証書授与式のご臨席依頼 ⇒祝電対応予定 

横浜リハビリテーション専門学校/国際医療福祉大学/茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 

 ４）後援名義使用依頼 

①神奈川県介護支援専門員協会より 

平成25年2月 3日神奈川県介護支援専門員研究大会 ⇒12/3理事MLにて承認 

②神奈川県総合リハビリテーション事業団地域支援センターより 

 平成25年2月9日第9回地域リハビリテーションフォーラム開催 共催依頼 ⇒2/6理事MLにて承認 

展示コーナー参加依頼 ⇒広報部に依頼したが都合つかず、事務局（名古屋氏・大郷氏）にて対応予定 

③平成25年2月16日災害リハ・コーディネーター研修会（５職能団体共催：医師・看護師・OT・PT・ST） 

OT協会を通じて参加者推薦（1名）の依頼があり、事務局にて神保武則氏（北里大学病院）を推薦した

が、研修会主催側より、今回神奈川県士会は参加見送りとの連絡あり。神奈川県は５団体からの選出が

揃わなかったため。 

④かながわ福祉サービス振興会より 

平成25年2月 22日第6回神奈川県特定施設研究大会（会場：横浜市開港記念会館）後援依頼 

⇒理事MLにて承認 

⑤平成25年3月16日神奈川県建築士会福祉部会「専門職連携による住宅改修」研修会（会場：平塚市民

センター中会議室） ⇒理事MLにて承認 

 ⑥「神奈川県保健福祉局：神奈川県保健医療計画改定案；平成25年度～平成29年度」のパブリックコメ

ント（期間：平成24年12月末～平成25年1月末）に関して 

⇒三役会にて検討し、別紙のとおり回答した 

５）庶務関連 

①役員選挙について 

 平成 25 年 1 月 10 日選挙管理委員会より告示した 平成 25 年 3 月 12 日立候補締め切り、平成 25 年 4

月21日総会時に投票予定 
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②神奈川県士会正会員実態調査 

今後、当会の事業計画を立案する際の資料とすることが目的で実施 １月号のニュースに同封し、３月

末締め切りとする 

（２）検討事項 

１）WFOT2014大会への協力 

 ①事務局内にWFOT対応小委員会（仮称）を作り、各理事がWFOT2014大会の組織委員会傘下の各委員会に 

所属し、各理事は各実行員会委員長の指示のもと、活動を行うことを提案 ⇒傘下の各委員会に参加し 

協力していく方向で次年度継続審議。 

②学生新人対象プログラム委員会から事業協力依頼について ⇒活動を支援するなら活動報告書と収支

決算書が必要。どこが窓口になるか上記①の課題とあわせ、協力していく方向で次年度継続審議となる 

 
２．財務部 （野々垣理事） 
（１）報告事項 
 １）予算案について 

平成25年度の予算案は1月分の各部からの会計報告を追加し、後日理事ＭＬにて報告する 

２） 会費の銀行口座引き落としのインフォメーションについて 

 次号のニュースに口座引き落としの日程（1回目の引落しは4月4日）、今後のスケジュール、Q&Aにつ

いて掲載する サイトについては変更済み  

（２）検討事項 

 １）会費の銀行口座引き落とし手続きの促しについて（経費上乗せ請求について） 

  現在、口座引き落としの手続き完了者は800名程度。会費の安定確保や経費削減、事務量軽減を目的に

会費納入方法を口座引落し一本化とする。平成25年度中に繰り返し口座引き落としの促しをおこない、

それでも手続きを完了しない会員に対し、平成 26 年度から会費に諸経費 800 円（郵送料や事務経費な

ど）を上乗せした額を請求する方向性としたい ⇒ 承認 

 

３．学術部（福留理事） 

（１）報告事項 

１）講習会報告 

①分野別講習【身体障害分野】『いまさらきけない？手指の評価・訓練』 

講師：鴻井建三氏（作業療法士）日程：平成24年11月18日（日） 

会場：横浜市立大学附属市民総合医療センター 受講者：61名 

②分野別講習【精神障害分野】『精神科における身体合併症へのアプローチ』 

講師：佐藤良枝氏（作業療法士）日程：平成24年12月15日（土） 

会場：川崎市北部リハビリテーションセンター（ゆりあす） 受講者：17名 

③生涯教育講座『徹底討論よい指導ダメダメな指導とは？～そろそろ「なんちゃってSV」を卒業しよう～』 

講師：中西浩司氏、佐藤良枝氏、友利幸之助氏、福留大輔氏（全て作業療法士） 

日程：平成25年1月 5日（土） 会場：ウイリング横浜 受講者：46名 

 ２）研修会予定 

①分野別講習【精神障害分野】『実践報告会』 

  講師：村岡和也氏（作業療法士）佐藤莉映子氏（作業療法士）日程：平成25年 1月 26日 

会場：横浜YMCA学院専門学校 受講料：2,000円 

 ②職場管理者養成講座『臨床でのリスク管理について』 

講師：中村浩明氏 （東京北社会保険病院 理学療法士）日程：平成25年 2月9日 

会場：IMS横浜国際看護専門学校 受講料：無料 

③分野別講習【身体障害分野】『CIセラピーの基礎』 

  講師：田邊浩文氏（作業療法士）日程：平成25年3月 17日 

  会場：横浜YMCA学院専門学校 受講料：2,000円 

（２） 平成24年度課題研究助成 郵送と神奈川県作業療法士会ホームページによるアンケートご協力の 

案内の掲載についてのお願い ⇒ 承認 
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４．教育部（奥原理事）  

（１）報告事項 

１）研修会報告 
 2 月に研修会 3 本開催予定 

（２）検討事項 
２）ＳＩＧ団体承認申請  

団体名：横浜市北部地域リハビリテーション連絡会 申請条件に問題なし ⇒承認 

 
５．広報部（小峰理事） 

（１）報告事項 

１）ニュース編集班 

①今後のニュース発行予定  

 1月末に発行される159号は編集終了。第2回編集会議を2月14日（木）19：00～県士会事務局で開催

予定 

２）対外広報班 

①ラジオ出演（ラジオ日本『峰竜太のミネスタ』「すこやか介護」のコーナー）予定 

 日時：平成25年2月21日（木）10：15～10分間 今回より活動場所が東京となる 

②瀬谷養護学校のお祭りブース出展参加 

日時：平成24年12月 15日（土）教室１室を使用して体験型ブース（革細工・フェルト細工）出展 

 対象：主に近隣の小学生・養護学校の教員 

③県士会パンフレット作成の完了 

 協力いただいた施設へ配布・郵送予定 今後使用する場合はパンフレット送付の申込書を記入 

④相模原市民祭りのブース出展 

日時：平成25年4月上旬予定 今後企画内容を計画予定（今年度の活動として準備していく） 

 ⑤対外広報班のブログ作成 

  パンフレット完成を機に県士会ＨＰに掲載予定 

 ３）広報部 

 ①医専連への記事執筆について 

  会報（No42）「人材育成」；当士会の新人教育プログラムについて 

会報（No43）「各団体の専門職としての取り組み」；認定・専門作業療法士制度について 

ともに、教育部奥原理事に執筆をお願いする 

 

６．福利部 （冨山理事） 

（１）報告事項 

１）第6回職場見学会「神奈川県立こども医療センター」について 

日時：平成24年12月 7日(金)19：00～20：00 講師：原伸一氏（作業療法士） 参加者：7名 

 ２）第7回職場見学会「横須賀共済病院」について 

日時：平成25年1月 18日（金）19：00～20：00 講師：中山卓郎氏（作業療法士） 参加者：10人 

 

７．地域リハビリテーション部（木村理事） 

（１）報告事項 
１）研修会報告 

 ①『訪問リハビリテーション地域研修会』 
日時：2012 年 12 月 2 日（土）3 日（日）  会場：横浜リハビリテーション専門学校 

  日本訪問リハビリテーション協会、神奈川県ＰＴ士会、神奈川県ＳＴ士会との共催 
講師：宮田昌司氏、斎藤正美氏  
シンポジスト：岡田孝弘氏（オカダ外科医院）、阿部充宏氏（神奈川県介護支援専門員協会理事長）、 

     菊地原義夫氏（神奈川県保健福祉局介護保険課） 
参加人数：OT 21 名，PT 76 名，ST 6 名，他 3 名  計 106 名 
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②生活行為向上マネジメント研究事業（OT 協会）への協力 
  今年度の老人保健健康増進等事業に生活行為向上マネジメント関連の研究事業である「訪問介護との連

携」に関するデータ収集の依頼について、神奈川県士会員より 10 名程度を募り 11 月に対象者宅への訪

問を実施した。現在データ解析中。また、2 月に横浜市福祉サービス協会の職員（約 200 名）を対象に

生活行為向上マネジメントの講習会を実施予定 
２）今後の予定 
①ALS 協会神奈川県支部会員あてにアンケート調査を実施予定（2 月～3 月） 

 
８．福祉用具委員会（沼田委員） 

（１）報告事項 

１）当委員会企画研修会進捗状況報告 
 ①『車いすシーティングの基礎と臨床への応用』 
  講師：亀ヶ谷忠彦氏（作業療法士） 日程：平成 25 年 2 月 2 日(土)～3 日(日)  

会場：横浜リハビリテーション専門学校 受講者 12 名 
 ②『自助具を作ろう』 
  日時：平成 24 年 11 月 17 日、平成 24 年 12 月 15 日、平成 25 年 1 月 26 日  

今後の開催予定は平成 25 年 2 月 16 日・3 月 2 日 
  場所：かながわ県民センター13 階 自助具工房  

参加者：全て 6 名ずつ（現在キャンセル待ち 参加者は県外会員が多い） 
２） 福祉用具相談支援システム運用準備進捗状況 
   1 月県士会ニュースで事業概要の案内チラシを配布 
 
９．ウェブサイト管理委員会（作田理事） 

（１）報告事項 

１）県士会サイトの管理とアクセス件数  

  例年の傾向と同様、年末である 12 月はアクセスが減少した。カウンターの減少が著しいのは、「講習会

一覧」をカウンターが設置してあるホーム（トップ）ページから、講習会専用のコンテンツへ移動させ

たためと推察する。代わりに講習会専用のコンテンツのアクセス数は増加している 
 

１０．2013 年度総会議案書及び予算案について 
（１）検討事項 
 ①予算案について 

収入より支出が増えている。各部署で再検討し、本日より 1 週間後を目途に検討結果を理事ＭＬにて報 
告。予算案の決済は次回の理事会にて審議する。 

 ②事業報告・事業計画について 
  大まかな方向性を確認し承認。今期まだ実施予定の研修会等の参加人数などは後日加筆する。また、神

奈川県作業療法士会 中期計画の報告については担当部署が内容を確認、企画調整委員会の淺井副会長

に連絡する。2/12 を目途に理事メーリングリスト上で淺井副会長が修正した内容を確認する。 
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以上をもって審議議案はすべて終了。以下、議事録署名人が確認し記名押印する。 

 
会議終了時間       21 時 25 分 
次回の理事会開催日時   平成 25 年 3 月 14 日（木）１９時より 
開催場所         一般社団法人神奈川県作業療法士会事務所 

   〒２３１－００１１ 
               神奈川県横浜市中区太田町４－４５第一国際ビル３０１ 

TEL／FAX ０４５－６６３－５９９７ 
 
 
議事録署名人       議長     錠内広之    印 

 
 
監事     清宮良昭    印 
 
 
理事     三浦慈子    印 

 


