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平成２５年（２０１３年）度 第１回 理事会議事録 
 
Ⅰ．日 時：平成２５年  ５月２７日（木） １９：００～２１：２０ 
Ⅱ．場 所：神奈川県作業療法士会事務所 
Ⅲ．理事会定数１６名  出席理事：１６名  出席監事：２名  ＊出席が過半数以上であり理事会成立 
  出席理事：渡邉、錠内、中西、鈴木（孝）、鈴木（久）作田、奥原、野々垣、澤口、木村、三浦、内山、 
       出口、沼田、福留、吉本 

出席監事：淺井、清宮 
  出席事務局員（書記）：一志、南條 
  その他：小峰(広報部ニュース班)、酒井(広報部対外班) 
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、淺井監事、野々垣理事 

Ⅴ．配布資料  
  各部・委員会理事会資料 

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／ 
  代議員対策委員会 
 
Ⅵ．回覧資料  
  高齢者施設等における福祉用具利用と効果的な運用体制に関する実証的研究／神奈川県病院学会誌第 31 号地

域医療連携の推進／「行政の理学療法士、作業療法士が関与する効果的な事業展開に関する研究」-地域保健への理

学療法士、作業療法士の関わり‐／その時リハビリはどう動いたか 東日本大震災 岩手のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援活動報告書

／長期的な医療介入が必要なﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ患者・利用者に対するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝのあり方に関する調査研究事業／病気・

職種を問わず使用できるﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 評価指標作成事業 調査報告書／ｱｼｽﾃｨﾌﾞ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 2013．4 特集介護ﾛﾎﾞｯﾄ／

在宅医療・福祉ｺﾝｿｰｼｱﾑ長崎のこれからの取組／「地域包括ｹｱとは何か」 
 
Ⅶ．報告事項・検討事項 
 １．事務局(澤口事務局長) 
【確認事項】 

役員選挙後の第 1回理事会であり、選任された各理事の担当部署の確認及び監事の追認を行った。また会長

より顧問の議決提案があり満場一致で了承された。 任期：平成 25 年 4月～2年間（総会時まで） 

代表理事  会長   渡邉愼一 

理事   副会長   錠内広之 

理事   副会長   中西浩司 

理事   事務局長  澤口 勇   （事務局） 

理事         野々垣睦美  （財務部） 

理事         福留大輔   （学術部） 

理事         奥原孝幸   （教育部） 

理事         出口弦舞   （広報部） 

理事         吉本雅一   （福利部） 

理事         木村修介   （地域リハビリテーション部） 

理事         鈴木久義   （規約委員会） 

理事         沼田一恵   （福祉用具委員会） 

理事         三浦滋子   （社会保障制度対策委員会） 

理事         作田浩行   （ウェブサイト管理委員会） 

理事         内山博之   （学会評議委員会） 

理事         鈴木孝治   （企画調整委員会） 

監事         淺井憲義 

監事         清宮良昭 

顧問         長谷川 元 
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(１)報告事項 

１）平成２５年度 第５回定期総会 

  日時：平成 25年４月 21日（日）16 時 55 分より 

  場所：国際医療福祉大学小田原保健医療学部 5 階 B－502/503 講義室 

  総会当日の議決権のある正会員数 1798 名 

  出席正会員数 60 名  委任状数 701 名  この議決権の総数 761 名 よって総会成立 

  第１号議案～第５号議案まですべて承認 

２）渉外関連 

①関連団体より 法人移行・役員名簿・役員改選等の挨拶状など受理 

・神奈川県病院協会    会長就任挨拶状来状 
・神奈川県放射線技師会  公益社団法人へ移行 
・神奈川県栄養士会   公益社団法人へ移行 
・神奈川県理学療法士会  公益社団法人へ移行  
・神奈川県看護協会    キャリア支援研修センター藤沢開設のご案内→理事 ML にて周知 
・神奈川県社会福祉協議会 HP にて研修会情報提供；研修情報内容確認書を提出（例年どおり） 
・神奈川県介護支援専門員協会 平成 25 年度賛助団体年会費納入（１万円） 
②関連団体より記念祝賀会等御臨席依頼 

ⅰ）神奈川県病院協会 
・渡邊史郎先生（前会長）を偲ぶ会ご臨席依頼 日時：6/13（木）18 時～  出席：中西副会長 

  ・県病院協会定時総会後の懇親会ご臨席依頼  日時：6/19（水）18 時～  出席：渡邉会長 
ⅱ）奈川県理学療法士会  
・公益社団法人記念祝賀会ご臨席依頼     日時：6/30（日）14 時～  出席：渡邉会長 
ⅲ）益社団法人神奈川県社会福祉士会 

   ・「20 周年記念祝賀会」ご臨席依頼      日時：7/20（土）18 時～ 出席予定：渡邉会長 
③OT 養成校 

・入学式ご臨席案内→祝電で対応 

茅ヶ崎リハビリテーション専門学校    横浜リハビリーション専門学校 
国際医療福祉大学小田原保健医療学部 

３）後援・研修会等周知依頼 
・第 21 回日本物理療法学会学術大会 周知依頼（→HP 掲載済み） 
・日本精神障害者リハビリテーション学会第 21 回沖縄大会→HP 掲載済み 
・日本リハビリテーション工学協会福祉機器コンテスト 2013 開催：作品募集について→HP 掲載済み 
・第 10 回日本医療リンパドレナージ協会学術大会のお知らせ→HP 掲載済み 
・健康体力づくり実践研究会（代表：牧内隆雄氏）セミナーご案内・チラシ→HP 掲載済み 
・神奈川県保険医協会 在宅医療・介護セミナーチラシ５０部 
・神奈川県保健福祉局「HIV 相談と検査 神奈川県実施機関一覧」（リーフレット 10 部） 

４）委員委嘱・会議出席依頼など 
・H25 年度神奈川県リハビリテーション協議会委員推薦依頼、同協議会連携指針検討部会委員任期 
延長依頼→前任：渡邉会長⇒継続にて申請 
・H25 年度糖尿病週間行事実行委員→前年度に引き続き野津創氏・石井希氏（小澤病院）を推薦 
・H25 度神奈川県介護支援専門員協会 理事推薦依頼→前任：錠内副会長⇒継続にて申請 
・神奈川県病院協会 第一回学術委員会→出席：中西副会長（渡邉会長代理） 

    日時：5/15（水）16 時～  場所：神奈川県病院協会 会議室 
    内容：第 32 回神奈川県病院学会について（開催日・テーマ・プログラム等） 

 ・医療専門職連合会第 116 回定例会 出席：澤口事務局長（渡邉会長・錠内副会長代理） 

    ⇒内容等の報告は検討事項へ 

５）事業協力依頼 

   ・国交省「高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業」について（神奈川県建築士会）（別紙）⇒協力

してくことで承認 
   ・自立活動教諭について（神奈川県教育委員会より）→求人を出しているが中々応募がない、と県士会に相

談あり⇒地域リハ部担当理事（木村）が窓口となり対応している。 
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６）OT 協会関連 

①事業協力 

   ・訪問リハビリテーション地域リーダー育成会議 出席：木村理事 
・生涯教育制度推進担当者の推薦依頼→理事 ML にて審議⇒教育部担当奥原理事が継続 
・WFOT 大会長より⇒演題登録の促進について、通知有り⇒理事 ML にて協力依頼 
・協会表彰決定について 

    協会表彰…該当なし   功労表彰…三浦美紀先生 佐々木香織先生 
②会員管理システム関連 

   ・システム担当者及びシステム PC 設置場所の報告をした 
   ・OT 協会主催で 8 月下旬に個人情報及びシステム担当者の研修がある。参加を調整中 

③都道府県 OT 士会連絡協議会総会 
   日時：平成 25 年 6月 27 日（木）14：30～18：00   

   場所：「エル・おおさか」→出席者１名：中西副会長が出席 ＊神奈川県士会の役割：総会議長 

④WFOT 組織委員会 

    日時：平成 25年 6月 27 日（木） 10 時～12時（国内）  13 時～（Team Japan） 

      場所：調整中 

     ⇒出席者の確認：会長は海外出張中 

     ⇒会場運営：鈴木久義理事・酒井委員（2名参加） 

     ⇒展示：錠内副会長 

     ⇒県士会：澤口（他委員会のオブザーブも含める：今後、各理事は適宜委員会に属す計画） 

７）県士会内の庶務関連 

①会員実態調査アンケート 

・回収数 262 件⇒低調・・再度県士会ニュースにて投函を呼び掛ける   

②個人情報の管理について（総会において審議された案件） 

   ・まずは会員向けに管理体制の発信がないことがわかった 

    個人情報保護規程の周知（県士会ニュースや HP を利用） 

   ・現在の個人情報に関する保護体制の確認及び補償内容の確認中 

    事務所→セコム（物損だけ？）（個人情報に関してはない？） 

    会員銀行口座情報→貸金庫  

＊口座番号と印鑑が押してある用紙を入れている。ただし、エクセルでデータが残っているため、 

その保管方法について、６月中に調べる。 

    氏名、所属、住所など（県士会ニュースの発送関連で）→第一印刷との契約 

③名刺を作成中 

④入退会の進捗状況の報告 

⑤会員データベースの活用があった 

   ・地域リハ部より「県教育委員会からの依頼で、特別支援教育の自立活動教諭の求人に関連して」 

自宅会員や退職者等で小児分野の経験をもつ OTR のリストを作成し、情報提供した 

 

８）事務局専従職員について 

 ・時給について 

     ⇒現在の事務二人とも時給 950 円→平成 25年 4月分より時給 1000 円へ昇給する。 

（２）検討事項 

１）医療専門職連合会総会について（5/9 医療専門職連合会定例会にて検討） 

 日時：平成 25 年 6 月 26 日（水） 18：30～20：00  ＊理事各位は代議員のため日程調整を 

   場所：横浜イーストスクエア３階 （株）中外製薬横浜支店会議室 ＊ 総会議長 ⇒木村理事 

２）後援名義使用依頼 

  ・第 21 回日本物理療法学会学術大会 

日時：平成 25年 10 月 19 日～20 日   場所：神奈川県立保健福祉大学  ⇒承認 

３）第 11回 OT 協会・士会合同役職者研修会 

   日時：平成 25 年 7月 27 日（土）12 時（受付）13 時開始～28日（日）9時～12時 30 分 

   場所：東京工科大学 

    ⇒出席者の確認：（2名まで） 

１名は「地域リハビリテーション部」、もう１名は事務局で調整することになった 
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４）「ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド２０１３」後援名義使用依頼 

・日時：平成 25 年 7 月 26 日（金）～27日（土） 

 ・会場：パシフィコ横浜 展示ホール D  ⇒承認 

５）臨時総会関連 

・スケジュールの確認 

・開催日時と場所の検討 ⇒ 後述記載：代議員制度対策委員会議案において検討した 

・内容の検討：代議員制導入に伴う定款の変更、代議員制度運用関連の規約の提案 

  これらに合わせ事務局より⇒会員規程において会費未納者の取り扱いを提案したい。 

  現在、下案中。 

６）部員承認 ⇒すべて承認 

名古屋  和茂（横浜 YMCA 学院専門学校） 

金山 桂（横浜 YMCA 学院専門学校） 

一志 聡子（旭訪問看護リハビリステーション） 

芳賀 吉朗（武田病院デイケア） 

大郷 和成（新戸塚病院） 

渡邊 郁美（新戸塚病院） 

河野 圭介（小林病院） 

南條 玲子（上白根病院） 

本郷 悠里（クローバーホスピタル）   

７）平成 25 年度の三役会・理事会の日程確認 

  三役会 基本奇数月の第 1水曜日  理事会 基本奇数月の第 2木曜日を基本とする 

 

第 1 回 三役会 5 月 16 日（木） 理事会 5 月 27 日（月） 

第 2回 三役会 7 月 3日（水） 理事会 7 月 11 日（木） 

第 3回 三役会 9 月 4日（水） 理事会 9 月 12 日（木） 

第 4回 三役会 11 月 6 日（水） 理事会 11 月 14 日（木） 

第 5回 三役会 1 月 29 日（水） 理事会 2 月 6日（木） 

第 6回 三役会 3 月 5日（水） 理事会 3 月 13 日（木） 

 

２．財務部(野々垣理事) 
（１）報告事項 
１）平成 24 年度決算・平成 25 年度予算について  4 月 21 日の総会にて承認済み． 
２）情報の周知 
会員への決算書・予算書の送付については 5 月末発行の県士会ニュースに同封する．貸借対照表・損益計算書の情

報公開（公告）についてはサイト掲載依頼済み． 
３）各部・委員会への予算分配について 
銀行の口座名義変更後，上半期の予算を各部に分配する．詳細については後日連絡する． 
４）会費について 
今年度より口座引落しを実施．手続きが完了していない会員に対し，口座振替用紙と郵便振替用紙を送付する（5
月 16 日現在封入作業中．20 日の週に発送予定）．なお，新入会員については口座振替用紙のみを送付する．総会で

口座振替の用紙を提出したくないとの意見があったため、今回のみ郵便振替の用紙も同封。 
５）会費の口座引落しにともなう個人情報の扱いについて（総会での質疑に対応） 
個人の口座番号などが記載されている書類の保管について 

県士会事務所内で保管していた書類を，横浜銀行関内支店の貸金庫へ移管．今後，金庫を扱うためのルールを検討

していく．  
６）個人情報が悪用された場合の補償について 
他団体の対応などを調査し，検討資料を作成→理事会審議へ 
 
（２）検討事項 

部員の承認 ⇒すべて承認  

机 里恵（横浜リハビリテーション専門学校） 

青木 明子（クラブハウスすてっぷなな）   
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３．学術部(福留理事) 
(１)報告事項 

１）研修会予定 

分野別講習会 （精神障害分野） 

テーマ：対象者の行動からその思いを理解する ～事例検討を通して～ 

講師 ： 鶴見隆彦 先生 （作業療法士） 

開催日： 7 月 27 日（土） 13：30～16：30  会場：ウィリング横浜  受講料：2,000 円 

 
（２）検討事項 
１）部員の承認 ⇒すべて承認 
①分野別講習 身体障害部門担当 
鴻井建三（横浜市立大学附属市民総合医療センター） 
篠田理恵（新戸塚病院） 
片岡直人（新戸塚病院） 
里原麻衣子（横浜旭中央総合病院） 
梶原真樹（大倉山記念病院） 
佐藤慶一（新横浜リハビリテーション病院） 

②分野別講習 精神障害部門担当 
西前英紀（藤沢病院） 
川口敬之（北里大学） 
望永和美（地域相談支援センターひまわり） 
佐野生美子（国府津病院） 
江川純香（国府津病院） 
斎藤梢（国府津病院） 
岩瀬友香（国府津病院） 

③生涯教育講座担当 
林慎也（新横浜リハビリテーション病院） 

④学術誌担当 
友利幸之介（神奈川県立保健福祉大学） 
小河原格也（神奈川県立保健福祉大学)  
大野 勘太（神奈川県立保健福祉大学 大学院) 

⑤研究助成担当 
安部剛央（衣笠病院） 
貫久美子（衣笠病院） 
石川哲也（済生会神奈川県病院） 

２）学術誌編集委員の承認 ⇒すべて承認 
友利幸之介（神奈川県立保健福祉大学） 
福留大輔（横浜宮崎脳神経外科病院） 
中西浩司（北里大学東病院） 
森田千晶（杏林大学保健学部（自宅会員）） 
三浦慈子（国際医療福祉大学小田原保健医療学部） 
坂本安令（横浜市立大学附属病院） 
渡邉誠（北里大学医療衛生学部） 
神保洋平（茅ヶ崎リハビリテーション専門学校）  
三川年正（横浜リハビリテーション専門学校）  
埜崎都代子（昭和大学保健医療学部）  
坂本俊夫（横浜 YMCA 学院専門学校）  
小河原格也（神奈川県立保健福祉大学）  
早川裕子（横浜市立脳血管医療センター）  
林純子（済生会神奈川県病院） 
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４．教育部(奥原理事) 
（１）報告事項 
１）研修会予定 
 ①現職者共通研修 ＊講師、座長は調整中 
   第 1 回：9 月 28 日（土）・29 日(日) 6 テーマ ：横浜リハビリテーション専門学校 

＊28 日終了後福利部主催新入会員オリエンテーション＆歓迎会開催予定 
   第 2 回：11 月 3 日（日祝） 2 テーマ：ウイリング横浜 
   第 3 回：2 月 23 日(日) 2 テーマ（事例報告・事例検討）：ウイリング横浜 
 ②現職者選択研修（精神、発達） ＊詳細は未定 
   12 月 15 日（日）：ウイリング横浜    2 月 11 日（日）：ウイリング横浜 
③事例報告登録制度研修会 ＊詳細は未定 

  ＊OT 協会学術部に協力依頼 
  ＊第 2 回現職者共通研修の中に県士会講座として組み込んでの実施検討中 
２）研修会ポイントシール、部員や研修会企画運営委員への県士会裁量ポイントに関して（別紙参照） 
 
（２）検討事項 
１）部員承認 ⇒ すべて承認 

西尾香苗（新戸塚病院）         
本藤広美（衣笠病院）            
山口由花（汐田総合病院） 
宮田千恵子（うしおだ診療所）      
福田 舞（藤沢病院）            
大場 文（介護老人保健施設 アゼリア） 
石井有希（横浜リハビリテーション専門学校) 
金子 康（介護老人保健施設 湘南わかば苑） 
藤原康子（県央地域就労援助センター ぽむ）   

 
５．広報部（出口理事) 
（１）報告事項 
 １）ニュース編集班より 

ⅰ）今後の発行予定について 

号 発行月 
掲載原稿 

締め切り 

封入チラシ 

締め切り 
主な記事 

１６１ ５月末 印刷・発送作業中 学会・総会報告 

１６２ ７月末 ６月１４日 ７月１０日  

１６３ ９月末 ８月１６日 ９月１０日  

１６４ 11 月末 - １１月１０日  

１６５ 25 年１月末 - ２５年１月１０日  

１６６ 25 年３月末 - ２５年３月１０日 学会・総会案内・議案書同封 

ⅱ）WFOT Congress2014 事務局との打ち合わせについて 

・世界連盟大会開催まで、県士会ニュースに原稿掲載を予定している。（１頁程度） 

事務局永川真須美氏を通して、広報委員長、その他関係先生方と調整中。 

 

２）対外広報班より  

①一般県民を対象とした企画について（活動報告） 

 ・模原市民さくら祭りに体験型ブース出展 

 日時：平成２５年４月６・７日（土・日）  於 ：相模原市役所前 大通り 

 内容：自助具（ボタンエイド）作成体験 、パンフレット配布３００部 

 ＊雨天・強風の為自助具作成は途中中止した。 

②一般県民を対象とした企画について（進行報告） 

 ・ラジオ出演（AM ラジオ日本）３回予定 

  日時：２５年度第１回は７月予定  

  内容：テーマは未決定・今回より WFOT の告知も行っていく 
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③学生を対象とした企画について  （進行報告） 

 ・作業療法ガイダンス 

  日時：今年度は１～２回の開催予定・県内養成校のオープンキャンパス前後で日程調整していく 

  内容：職業紹介・養成校での学校生活紹介や受験相談 

④広報グッズの作成について ・県士会＆WFOT バージョンのクリアファイル製作（進行報告） 

 

3）その他 

神奈川県医療専門職連合会広報委員会へ参加 

・次回広報誌について 

発行予定日：8月 20 日 巻頭言：渡邉会長 奥原理事に専門職としての取り組みについて原稿執筆を依頼。 

原稿締め切り日：6月 30日 

・次々回広報誌について 

発行予定日：平成 26 年 2月 

内容：震災から 3年経っての災害対策についてそれぞれ各団体から原稿を持ち寄る（執筆者未定）。 

 
（２）検討事項 
１）部員承認 ⇒すべて承認 
①ニュース班 
小峰一宏 （佐藤病院）★班長 
桜井大和 （佐藤病院） 
岩瀬このみ （佐藤病院） 
山岡洸 （佐藤病院） 

②対外広報班 
酒井由香里 （横浜新都市脳神経外科病院）★班長 
水野友和 （横浜新都市脳神経外科病院）★企画長 
青木健  （横浜旭中央総合病院）★企画長 
佐藤 隼 （さがみリハビリテーション病院）★企画長 
山田絵美 （横浜新都市脳神経外科病院）★会計補佐 
久保田友佳 （横浜新都市脳神経外科病院）★会計    

・部員 
増田理恵（横浜新都市脳神経外科病院） 
馬場 順子 （横浜市総合保健医療センター ぱーとなー） 
福島ひとみ（佐藤病院） 
渡邉 涼子（佐藤病院）  
丸井 智子（佐藤病院） 
天野 沙織（さがみリハビリテーション病院） 
松本 佳代子（さがみリハビリテーション病院） 
額屋 文太（さがみリハビリテーション病院） 
山本 潤（厚木市立病院） 

 
６．福利部（吉本理事) 
（１）報告事項 
１）新入会員オリエンテーション＆歓迎会について 
日時：平成 25 年年 9 月 28 日（土）16：30～18：00 現職者共通研修終了後開催 
場所：横浜リハビリテーション専門学校  
 ※18：30～懇親会を開催予定（会場周辺） 

２）職場見学会 
  第 1 回 2013 年 11 月頃 
  第 2 回 2014 年 2 月頃 
  身障、精神、小児、地域など幅広い領域から選定予定 
＊意見）セクハラ処理など倫理も行っていく（会長より） 

（２）検討事項 
部員の承認 ⇒すべて承認 
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 西村 彰紀（湘南鎌倉総合病院） 
   池嶋 孝二（湘南鎌倉総合病院） 
   畠中 佳代子（藤沢市民病院） 
   松岡 太一（福井記念病院） 
   勝山 基史（生田病院） 
   佐藤 莉英子（生田病院） 
   秋山 悠（生田病院） 
   鈴木 智（クローバーホスピタル） 
   加世田 翼（かんリウマチ整形外科クリニック）  
 
７．地域リハビリテーション部(木村理事) 
（１）報告事項 
１）地域リハ部 内規 部内組織名称について 
 ・３つの「係」を設置 １）研修係 ２）普及係 ３）訪問リハビリテーション係（以下「訪問リハ係」） 
  ３）訪問リハ係は、昨年度から報告している通り，訪問リハに特化した活動をするチームとして 
  新たに設けた係であり，PT・ST 士会にも同様の「訪問リハ係」を設置（あくまで時限処置）  

PT 士会→介護保険部→訪問リハ係  ST 士会→介護・成人福祉部→訪問リハ係 
  ※別資料あり 
 ＊意見）明文化しておく（会長より） 
２）研修会開催予定 
  ①第 4 回神奈川県訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実務者研修会  

日程：9 月 21 日（土）～22 日（日） 会場：横浜ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 
  ②第 2 回神奈川県訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ地域ﾘｰﾀﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ  
    日程：12 月 8 日（日） 会場：横浜ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 
  ③第 3 回 OT・PSW 合同研修会  
    日程：9 月 1 日（日） 会場：ウィリング横浜 
  ④第 1 回神奈川県訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ地域ﾘｰﾀﾞｰ研修会 
    日程：平成 26 年 2 月頃  会場：横浜市西区公会堂（予定） 
  ⑤生活行為向上マネージメント講習会 
    日程：未定  会場：横浜 YMCA 専門学校（予定） 
３）「コミュニケーションおよびリハビリテーションに関するアンケート」の結果 
  ※別資料あり  （同様のものを次号の県士会ニュースに掲載） 
４）認知症の方の OT インタビュー 
  今年度の予定 
  ①村井 千賀 氏（石川県立高松病院） ②石井 利幸 氏（介護老人保健施設ひもろぎの園） 
５）生活行為向上マネジメントプロジェクトについて 
  ※別資料あり 
  各都道府県に推進委員の設置を要求される．今後の県内活動に関して OT 協会の活動を参考に，各部署の 

横断的な取り組みとして位置付けられるように検討を進めていきたい． 
６）県士会ニュース掲載記事 
  ①神奈川県保健医療計画改定素案に関するパブリックコメントの内容について 
  ②コミュニケーションおよびリハビリテーションに関するアンケートの結果 
  ③部のお知らせ 
 
（２）検討事項 

部員の承認 ⇒すべて承認 

・会計  金沢 隆之 相模原市役所介護予防推進課 
・研修係 足立 雄介           鶴巻温泉病院 

小室 容子           鶴巻温泉病院 
酒井 広樹           ライフプラザ新緑 
原島 淳            川崎市北部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

山浦 菜穂           日野病院 

青木 紀恵           武田病院 

石川 千絵                 ハートフル川崎病院 

・普及係 
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河村 晃依         北里大学 

千田 理美         新緑訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ長津田 

末吉 藍          清川病院 

今村 美和子        介護老人保健施設アクアピア新百合 

久保田 悠介          介護老人保健施設アクアピア新百合 

成田 香代子             北里大学医療衛生学部 

山道 三奈子        ライフプラザ新緑 

大寺 亜由美             北里大学東病院 

佐々木 秀一             北里大学東病院 

磯 朋代                北里大学東病院 

竹内 寛人              北里大学病院 

中川 翔次               神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 地域支援ｾﾝﾀｰ 

・訪問リハ係 

井上 亜紀子        鶴見南訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 

遠藤 陵晃         クローバークリニック 

柴﨑 千種         新緑脳神経外科 

小林 大輔              横浜市緑区医師会訪問看護ステーション 

坂内 大祐              総合川崎臨港病院    

 
８．規約委員会（鈴木久義理事） 
（１）報告事項なし 
（２）検討事項 

・本会の代表理事(会長)および理事を選挙によって選任するか否かについて検討 
   代議員制度を導入しても、役員選挙に関してだけは、正会員の直接選挙とする。 

役員決め以外の、県士会全体の運営については代議員で決めていく。 
規約の改定を行うため、案を６月中に作成し、ウェブで回覧する。 

 
９．福祉用具委員会（沼田理事） 
（１）報告事項 
 １）「PT・OT スキルアップ研修」 8 月、９月開催分の受講者を現在募集中。 
 ２）「自助具をつくろう」 6 月中に神奈川県社会福祉協議会担当者との打ち合わせ予定。 
 ３）「福祉用具相談支援システム」県士会ニュース 5 月号に事業内容の記事を掲載 5 月相談--1 件 対応完了 
 
（２）検討事項 

委員の承認 ⇒すべて承認 
・会計  佐谷 瑞紀  ナーシングピア横浜 
    金原 衣理子 横浜宮崎脳神経外科病院 

・委員  網谷 麻里矢 川崎市高次脳機能障害地域活動支援センター 
     岡田 雅史  済生会神奈川県病院 

川上 新   済生会神奈川県病院 
木下 剛   済生会横浜市東部病院 
田畑 雄吉  ふれあい平塚ホスピタル 
牧山 大輔  横浜新都市脳神経外科病院   
 

１０．ウェブサイト管理委員会（作田理事） 
（１）報告事項 
１）メールアドレス・メーリングリスト 

新規で＠kana-ot.jp のアカウントのメールアドレスまたはメーリングリストの使用を希望する場合は、申請書

に記入後作田理事まで送信。 
２）県士会サイトへの記事の掲載依頼について 

宛先：ウェブサイト管理委員会（作田）メールアドレス：kaot＠kana-ot.jp  まで相談。 
記載例については、理事会資料参照。 

 
（２）検討事項 
１）委員の承認 ⇒すべて承認 
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佐藤良枝（曽我病院） 
大澤彩 （昭和大学保健医療学部） 
福嶋裕子（汐田総合病院） 
三森夏穂（国際医療福祉大学小田原保健医療学部） 
金子香菜子（池上総合病院） 
水野玲子（東海大学医学部付属大磯病院） 
佐藤範明（紫雲会横浜病院）   

２）原稿の依頼 
①各部・各委員会のページの更新（各理事） 
・活動内容の紹介 
・25 年度の活動計画  
・構成部員・委員 
・部長・委員長からのひと言   すべて必要に応じて書き換える。締切：６月１４日 
②県士会長のあいさつの書き換え ⇒会長 

 
１１．学会評議委員会（内山理事） 
（１）報告事項 
１）反省会の日程  日時：5 月 21 日（火）18:30～20:30 場所：小田原保健医療学部 3 階 A323 会議室 
２）理事会参加   7 月の理事会には菅原学会長が参加予定 
 
（２）検討事項 
委員の承認 ⇒すべて承認 
田中ゆかり （藤沢市保健医療センター） 
川口美緒 （湘南敬愛病院）       他２名検討中 
 
１２．企画調整委員会（鈴木孝治理事） 
（１）報告事項 

・平成 25 年度企画調整委員会の活動内容 
1.企画調整が行っている事業計画・報告表の確認、効果判定 
2.神奈川県代議員制導入の実施に向けての最終調整を行う 
3.各部署の向こう 2 年間の事業見通しについて 

（２）検討事項 
委員の承認 
現在調整中 次回の理事会で提案する。 

 
１３．代議員対策委員会（錠内副会長） 
（１）報告事項 
１）代議員制度について 

 

 制度大枠 根拠 

区分け 

2 ブロック制 
・政令指定都市 
（横浜市＋川崎市＋相模原市 会員約 1000 人） 
・その他の地域（会員約 700 人） 

・行政判断もおおむねこれに準ずる 
・少人数地域を独立ブロックにすると委員の

負担が大きくなる 
・現状で数的にも約半分 
・ブロック数は少ない程管理が容易 

選出方法 ・選挙（欠員の場合は推薦） 
・県士会登録住所にて立候補受付 

公平性 

選出比率 1/30 ・総会平均参加者数は過去 50 名程度 
任 期 2 年（2014 年度より） 理事任期と 1 年ずれる 

細目 内容 
代議員定数確定日 10/1 現在.（OT 協会に準じる） 
選挙・推薦方法 ・郵送による投票. 

・立候補者が定員に満たない場合は一般公募推薦とする. 
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今後のスケジュール 

日程 内容 
2013 6 月 代議員運営規約、定款改訂（案）の作成 

7 月 理事会にて上記承認、定款改訂はウェブに掲載（パブリックコメントの募集） 
10 月 臨時総会の開催 審議事項：定款改訂 報告事項：代議員制度詳細 
 代議員定数告示、立候補受付 
12 月 選挙 

2014 1 選挙結果報告（定員に満たない場合推薦へ） 
2 代議員確定 
4 第 1 回代議員会開催 

 
（２）検討事項 

・臨時総会の開催を検討 
10 月 5 日（土）に決定する。  16：00～の予定で、会場を探していく。 

  
 

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  ２０ 分 
 
   次回の理事会開催日時   平成２５年 ７月１１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             印 
             
               監事             印 
   
               理事             印 
    

欠員の場合 ・県内移動に関しては任期満了まで代議員資格を有する. 
・正会員の資格喪失（定款第 11 条）場合は欠員とし議決定員総数を減らす. 

総会（代議員会） 
参加資格 

・理事（代議員でなくても可.この場合議決権なし.） 
・代議員 

代議員の役割 ・議決権の行使 ・議案の提出 ・議長団 
代議員交通費 ・総会（代議員会）は県士会最高決議機関であり、組織図上下位組織にあたる理

事会に交通費が支払われるのであれば代議員会も同様にすべき.  


