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平成 24 年（2012 年）度 第 6 回 理事会議事録 
 
Ⅰ．日 時：平成 25 年 3 月 14 日（木）19:00～20：30 
 
Ⅱ．場 所：神奈川県作業療法士会事務所 
 
Ⅲ．理事会定数 １５名 
  出席理事：渡邉、錠内、淺井、澤口、野々垣、福留、中西、奥原、小峰、冨山、木村、鈴木、三浦、 

作田、原、 
  委任理事：机 

出席監事：清宮、長谷川 
その他 ：沼田（福祉用具委員会）、一志、金山（事務局書記） 

 
Ⅳ．議長団選任 

議長：渡邉会長 
副議長：澤口事務局長 
議事録署名人：渡邉会長、長谷川監事、冨山理事 

 
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／地域リハビリテーション部／福祉用具委員会／ 
ウェブサイト管理委員会／学会評議委員／企画調整委員会 

 
Ⅵ．回覧資料  

平成 24 年度文部科学省「大学関連携共同教育推進事業」選定取組 他職種協同による在宅がん医療、

緩和ケアを担う専門人材育成拠点 在宅医療・福祉コンソーシアム長崎のこれからの取組／ 

アローウィンDVDカタログ／第9回かながわ地域リハフォーラム／日本高次脳機能障害学会の名称変更 

神奈川県医師会旭日双光賞受賞祝賀会お礼／2013春のかながわレッドリボン月間の実施について 

 
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医療専門職連合会 通常総会 

 日時：平成25年3月27日（水）18：30～20：30 会場：横浜市技能文化会館8階大研修室 

 学術講演会「医療におけるマネジメント～各部門から考える～」 

講師：神奈川県臨床工学技士会会長 小林剛志先生 

②平成24年度神奈川県エイズ対策推進協議会総会 

 日時：平成25年3月25日（月）14：00～16：15 会場：神奈川県庁本庁舎大会議場 

 出席予定：長谷川監事 

③OT養成校 卒業式 臨席依頼 

 横浜リハビリテーション専門学校 日にち：平成25年 3月8日 

 茅ケ崎リハビリテーション専門学校 日にち：平成25年 3月8日 

 国際医療福祉大学小田原保健医療学部 日にち：平成25年 3月15日 ⇒3校とも祝電にて対応 

④OT養成校 入学式 臨席依頼 

 国際医療福祉大学小田原保健医療学部 日にち：平成25年 4月5日  

茅ケ崎リハビリテーション専門学校 日にち：平成25年 4月5日⇒2校とも祝電にて対応予定 

⑤神奈川県病院協会会長 渡邊史朗先生通夜告別式 

 日にち：平成25年 2月19日 20日 ⇒弔電にて対応 
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 ２）後援名義使用依頼 

①平成25年4月13日14日開催 脳損傷者ケアリングコミュニティ学会より後援依頼 ⇒承認 

②平成25年5月12日開催 神奈川県保険医協会 第22回在宅医療介護セミナー後援・PR依頼 ⇒承認 

３）庶務関連 

①学術誌「神奈川作業療法研究2巻1号」の独立行政法人 科学技術振興機構への寄贈依頼 

 ⇒学術部に対応依頼 

②学術誌「神奈川作業療法研究2巻1号」複写依頼 ⇒学術部と協議し、事務局から論文を発送した。次

回からはISSN(国立国会図書館)からの複写も可能と連絡する。 

４）OT協会関連 

 ①協会広報部よりWEB会議導入について協力のお願い ⇒広報部に対応依頼 

 ②協会事務局より平成24年度士会現況調査記入の依頼 ⇒締め切りが2月まで 対応済み 

 ③都道府県OT連絡協議会 関東甲信越ブロックの再編案について ⇒三役会にて検討中 

 ④WFOTの大会運営委員会より、大会運営ボランティアについて 

  期間中1日あたり約60人のボランティアが必要。⇒県内のOT養成校に協力を打診する。学長、学科長

あてに依頼公文書を送付する。 

 ５）第5回総会について 

   日時：平成25年4月21日（日）16：55～17：40  

会場：国際医療福祉大学小田原保健医療学部B-502 ／503講義室  

総会の流れを確認。 

（２）検討事項 

１）第4回訪問リハビリテーション地域リーダー育成会議参加者の推薦依頼(1名) 

  日にち：平成25年5月16日 17日 会場：タイム24ビル ⇒木村理事が出席予定 

２）役員人事 

  選挙結果を確認。理事と監事は定員を満たしていないため、理事推薦で承認する。 

  また、顧問の委嘱について長谷川監事に依頼した。 

 
２．財務部 （野々垣理事） 
（１）報告事項  なし 

（２）検討事項 

 １）平成25年度予算案について ⇒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【精神障害分野】『実践報告会』 

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

会場：横浜YMCA学院専門学校 受講者：15名 

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 受講者：56名 

２）研修会予定 

①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 受講予定者：70名（応募は約90名） 

 ３）学術誌発行について 

  年度内発行の予定だったが、4月になる可能性あり。 

（２）検討事項 なし 
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４．教育部（奥原理事）  

（１）報告事項 

１）研修会報告 
 ①現職者選択研修（身体障害領域） 
  日にち：平成 25 年 2 月 3 日（日） 会場：ウィリング横浜 受講者：95 名 
 ②現職者選択研修（老年期障害領域） 
  日にち：平成 25 年 2 月 10 日（日）会場：ウィリング横浜 受講者：104 名 
 ③現職者共通研修 
  日にち：平成 25 年 2 月 24 日（日） 会場：ウィリング横浜  
  『事例検討』受講者：46 名 『事例報告』受講者：52 名 
（２）検討事項 
１）SIG団体承認申請  

団体名：脳外傷の作業療法研究会 申請条件に問題なし ⇒承認 

団体名：川崎市南部地区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  

 3月末に発行される167号は編集終了。 

②体制の変更について 

 班長が変更となり、編集部員が最少人数となる。そのため、各部・委員会の活動やトピックのニュース

記事を執筆依頼することが増える。協力いただきたい。 

③県士会ニュースへ記事掲載希望について 

 県士会活動を年間通して記事掲載の希望がある部署は、年間の掲載依頼を一覧にし、提出する。 

④ニュース班新体制顔合わせについて 

 平成25年3月7日 19：00～開催した。 

２）対外広報班 

①ケアマネ学会発表・ブース出展参加について 

 日にち：平成25年 2月3日（日）会場：海老名 『急性期リバビリテーションと地域連携』を発表 

②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 

 日にち：平成25年 2月21日（木）『車いすの選び方』について 

③日本消化器がん検診学会への医療専門職連合会での各士会によるブース出展 

 日にち：平成25年 3月2日（土）会場：横浜共済ホール 相談ブースの出展 

④相模原さくら祭りへのブース出展について 

日時：平成25年4月 6日7日 会場：相模原市役所通り 健康ブースの出展 

 ⑤作業療法グッズの作成  

ペットボトルオープナーの製作を予定 

３）その他 

 ①神奈川県医療専門職連合会広報誌の記事執筆について 

  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 

教育部奥原理事に依頼済み 

 ②協会依頼 

  事務局の報告にもあったように、ブロック内の広報担当者とWEB会議の開催を検討中。参加担当者を選

定中。予算案への影響もあるので情報を確認する。 

（２）検討事項 なし 
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６．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 なし 

 ２）生活行為向上マネジメント研究事業（OT 協会）への協力 
  2 月 22 日 23 日に横浜市福祉サービス協会の職員（約 287 名）を対象に生活行為向上マネジメントの講

習会を開催した。3 月 9 日最終ミーティングがあり、3 月 19 日に報告書が完成予定。 
 ３）第 47 回日本作業療法学会への演題登録 
  『ALS 者のコミュニケーション支援の展開～神奈川県作業療法士会での試み』を一般演題（ポスター発

表）にて発表予定。また、2014 年のWFOT でも訪問介護との連携を発表予定。 
 ４）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について 
現在実施、回収作業中 

②『神奈川県訪問リハビリテーション振興委員会（仮）』に向けた来年度のスケジュールについて 
 随時情報報告を行う 

（２）検討事項 なし 
 

７．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『自助具を作ろう』 
  日時：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：6 名（2/16）、4 名（3/2） 当日欠席だったためキャンセル待ちの方に連絡が出来なかった。 
当企画は次年度も継続が決定した。ただ、担当者などが変更となる。 

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し、登録メールが 20-30 件あり。相談はまだ 0 件。 
 
８．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 添付資料の表を参照。 

２）退任される理事のメールアカウントとメーリングリスト利用について 

 総会後に引継が削除か選択する必要あり。 

（２）検討事項 なし 
 
９．学会評議委員会（原理事） 
（１）報告事項 
 １）県士会主催研修会の情報提示について 

学会実行委員会より、学会当日に、研修会開催の部・委員会・SIG の簡単な紹介、平成 24 年度研修会

の開催結果、平成 25 年度開催の案内を行う。 
（２）検討事項 なし 
 
１０．企画調整委員会（淺井理事） 
（１）報告事項 
 ①平成 24 年度神奈川県士会各部・委員会事業報告について 
  達成度を判断するための基準があるとよいとの意見が出る。この事業報告書については別ファイルにし、

事務局で保管する。 
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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       20 時 30 分 
次回の理事会開催日時   平成 25 年 5 月の木曜日の予定 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     渡邉愼一    印 

 
 
監事     長谷川  元  印 
 
 
理事     富山 晋    印 

 


