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平成 25 年（2013 年）度 第 2 回 理事会議事録 
 
Ⅰ．日 時：平成 25 年 7 月 11 日（木）19:00～21:20 
 
Ⅱ．場 所：神奈川県作業療法士会事務所 
 
Ⅲ．理事会定数の確認（過半数を超えており、理事会は成立） 
  出席理事：渡邉、錠内、中西、澤口、野々垣、福留、奥原、出口、吉本、木村、鈴木（孝）、沼田、三浦、 

作田、内山 
  委任理事：鈴木（久） 

出席監事：清宮、淺井 
その他 ： 水嶋眞由美先生(第 15 回神奈川県作業療法士会学会長)  

小峰(広報部ニュース編集班)、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、淺井監事、福留理事 

 
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／福祉用具委員会／ 
社会保障制度対策委員会／学会評議委員／代議員制度対策委員会 

 
Ⅵ．回覧資料  

平成 24 年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金事業研究報告書「リハビリテーション専門職によ

る福祉用具の効果的な導入・運用に関する実証研究事業」／平成 24 年度厚生労働省老人保健健康増進

等事業報告書・ダイジェスト版「生活行為向上支援としての居宅療養管理指導事業あり方検討事業」 

「生活行為向上の支援における介護支援専門員と作業療法士との連携効果の検証事業」／神奈川県保険

医協会 第 22 回在宅医療介護セミナー事業報告・当日資料／ヤマシタコーポレーション 川崎営業所開

設のご案内／2013 年訪問リハビリテーション部運営指針／訪問リハビリテーションに関する三士会長

協議議事録 
 
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神奈川県医療専門職連合会総会について  

日時：平成25年6月 26日(水)18：30～場所：横浜イーストスクエア 3階中外製薬株式会社横浜支店会議室 

  出席：木村理事（県士会の役割として総会議長を担当）、吉本理事 

②神奈川県病院協会から名義使用等について 
第 32 回神奈川県病院学会に係る名義使用および研究発表の募集、運営協力について依頼あり 

③平塚保健福祉事務所から表彰候補者推薦について 

平成25年度神奈川県保健衛生表彰（平塚保健福祉事務所長表彰）候補者推薦について依頼あり  

 ⇒該当者なし⇒平塚市へ回答済み 

④神奈川県PT士会公益社団法人化 式典について 

  日時：平成25年 6月30日 出席：渡邉会長 

⑤訪問リハに関する県内PT/OT/ST士会長懇談会について 

  日時：平成25年 6月30日 12：30～ 場所：県PT士会事務所 出席：渡邉会長、木村理事 
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  ＊PT士会は秋田会長、相川理事、ST士会は鈴木会長、船橋理事がそれぞれ出席 

⑥関連団体役員改選等のお知らせについて 

神奈川県病院薬剤師会 役員改選挨拶／神奈川県病院協会「会務および事業報告」／神奈川県介護支援

専門員協会 理事長交代のご挨拶 ⇒理事ＭＬにて周知済 
⑦他県士会役員改選等のお知らせについて 

奈良県作業療法士会 一般社団法人設立のご挨拶／栃木県作業療法士会 役員改選のお知らせ  
長崎県作業療法士会 役員交代ご案内／福島県作業療法士会「学術誌」「福島県相談支援専門職チーム

活動記録」 ⇒理事ＭＬにて配信済 
２）研修会等周知依頼 

①神奈川県保健福祉局保健医療部保健人材課より第 40 回 PTOT 養成施設教員講習会周知依頼 
⇒HP 掲載済 

②日本高次脳機能障害学会 「夏期教育研修講座」「学術総会」「総会サテライトセミナー」⇒HP 掲載済 
③義肢装具 SIG 第 9 回講習会⇒HP 掲載済 
④CVA 時期別OT 研究会 研修会⇒HP 掲載済、ニュース 162 号（7 月発行）へ掲載予定 
⑤第 26 回ハンドセラピィ学会学術集会⇒HP・ニュース掲載、ポスター掲示予定。詳細は再度連絡予定。 
⑥神奈川県立保健福祉大学 市民カレッジ ポスターおよびオープンキャンパスポスター配布について

⇒HP 案内、ポスター掲示予定 
 ３）後援名義使用依頼 

①神奈川県医療労働組合連合会精神部会 自主上映会後援協力依頼「むかしMatto の町があった」 
 日時：平成 25 年 7 月 28 日（日）場所：地球市民プラザ（本郷台） 
⇒理事ＭＬにて後援承認済・HP 掲載済 

４）OT協会関連 

①都道府県作業療法士会連絡協議会総会について 

  日時：平成25年 6月27日（木）14：00～ 場所：エルおおさか 

出席：中西副会長（神奈川県士会は総会議長を担当） 

②第11回OT協会・士会合同役職者研修会 

日時：平成24年7月 27日（土）～7月28日（日）場所：東京工科大学 

出席予定者：7月27日（土）木村理事・名古屋事務局次長 

        7月 28日（日）木村理事・金山事務局次長 

③作業療法推進活動用ポスターについて 
今年は 3名以上の施設に発送することで決定。協会広報へ、ポスターをデータでもらえないか打診予定。 

④WFOT関連 

  都士会より都士会ニュース7月号にてWFOT関連で神奈川県士会の取り組みを記事にしたいと依頼あり 

  ⇒澤口事務局長が対応済 

５）その他 

①病院医療関係団体連絡協議会について 

  次回の幹事は県栄養士会。6月11日に引き継ぎを栄養士会事務所にて行った。担当：事務専従高橋 

（２）検討事項 

１）後援名義使用依頼等 

①第32回神奈川県病院学会 

  日時：平成25年 10月21日（月）午後13：00～18：00 場所：神奈川県総合医療会館7階大講堂他 

 学会テーマ：「地域医療連携の推進 Part2」 参加予定者：医療関係者300名 参加費：無料 

運営協力依頼については中西副会長に一任⇒承認 

 ②神奈川県総合リハビリテーションセンターより「第2回かなりは リハ工学・福祉機器フェスティバル」

協賛名義使用依頼 

日時：平成25年10月 5日（土）場所：神奈川県総合リハビリテーションセンター ⇒承認 

③第 31 回日本感覚統合学会研究大会 プログラム抄録集広告協力依頼 ⇒ 広告料等の協賛は未承認 
 ④４年生大学設立に関する設立同意書（学校法人湘南ふれあい学園湘南医療大学（仮称）より） 

  保健師助産師看護師養成所の指定申請書等に関する指導要領第2条（１）及び手続き別表１に基づき、
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大学設立の同意依頼あり。⇒同意の条件として、WFOTをとれる教育の質を目指すことと、県士会の活動

に協力していただくことを口頭にてお願いすることで承認。 

 ２）OT協会関連 

①生活行為向上マネジメント全国推進会議 担当者の派遣（推薦）について 

開催日時：平成25年 8月17日(土)9：30～、8月18日（日）9：00～ 場所：タイム24ビル 

地域リハ部に一任。 

 ②WFOT関連 

 ・各傘下の組織委員会へ神奈川県士会理事が役割を持つことを提案。 

7月 15日（祝）に大会運営委員会として大会事務局（学会運営を委託しているイベント会社）も参加し、

神奈川県作業療法士会事務局（14:00～16:00）にて打ち合わせを予定。参加士会は東京、神奈川、埼玉。

ボラの人員など具体的な内容を確認予定。開催地である当士会としては、会場運営に重点を置いた人員

配置を提案する(後援・展示委員会、大会運営委員会、独立採算特別プログラム委員会)。7/15会議を踏

まえ理事役割を再検討する。 

３）定款について 

 会員規定の見直しを提案する。会委員の資格喪失の判断を会費の１年以上の滞納者とする。また、再入     

 会に関する条項を加える。再入会に際しては、本定款第10条の入会金および未納分を含む会費を納入  

 することとする。7月19日までに修正し、7月号ニュースに同封する。 

 
２．財務部 （野々垣理事） 
（１）報告事項 
１）会費について 

口座引落しの手続きが完了していない会員に対し、５月下旬に口座振替用紙と郵便振替用紙を

811通送付した。６月末までに173件の返送あり。⇒８月に引き落とし完了予定。 

２）会計・研修会マニュアル説明会について 

日時：平成25年7月 6日（土）10：00～ 場所：県士会事務局にて開催。13名の参加があった。

源泉徴収に関する会計マニュアルの変更や研修会の打ち合わせ時の会議費・交通費の支給、時間

貸駐車場の取り扱い（賃借料とする）について説明した。   

（２）審議事項 なし 

 
３．学術部（福留理事） 

（１）報告事項 

１）研修会予定 

①分野別講習会【身体障害分野】 

『高次脳機能障害の基礎～脳画像からみる高次脳機能障害の解釈のしかた～』 

   講師 ：横浜市立脳血管医療センター 早川裕子氏 (専門作業療法士) 

日程：平成25年9月 28日（土）10：30～14：15 会場：中外製薬株式会社 横浜支店 会議室  

受講料：2,000円 参加人数：120名 

②精神科分野の講習会予定  

日程：平成25年9月 29日(日) 時間詳細は未定 

２）学術誌刊行事業 

特別寄稿のテーマは生活行為向上マネジメントを予定（木村修介先生に打診予定） 

巻頭言はWFOT関連を予定（錠内広之先生に打診予定） 

投稿論文：5本程度（県学会一般演題から抄録を読んでから編集委員が推薦予定） 

2月中に発行できるように調整していく 

（２）審議事項 なし 

 

４．教育部（奥原理事）  

（１）報告事項 
１）研修会予定 
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①現職者共通研修（1） 

日時：平成25年9月 28日（土）会場：横浜リハビリテーション専門学校 

 講師：『作業療法生涯教育概論』奥原孝幸氏（県士会教育部・昭和大学・10：30～） 

     『作業療法の可能性』錠内広之氏（日本鋼管病院・13：00～） 

『作業療法における協業・後輩育成』鈴木孝冶氏（国際医療福祉大学・14：45～） 

＊終了後、神奈川県作業療法士会「新入会員オリエンテーション＆歓迎会」開催予定 

②現職者共通研修（2） 

日時：平成25年9月 29日（日）会場：横浜リハビリテーション専門学校 

  講師：『実践のための作業療法研究』鈴木久義氏（昭和大学・10：30～） 

『保健・医療・福祉と地域支援』木下剛氏（済生会横浜市東部病院・13：00～） 

『日本と世界の作業療法の動向』神保武則氏（北里大学病院・14：45～） 

③現職者共通研修（3） 

日時：平成25年11月 3日（日）会場：ウイリング横浜 

  講師：『事例報告と事例研究』長雄眞一郎氏（神奈川県立保健福祉大学・13：00～） 

『職業倫理』淺井憲義氏（北里大学・14：45～） 

④現職者共通研修（4） 

日時：平成26年3月 2日（日）「事例報告」、「事例検討」（事例報告検討会）座長等詳細は未定 

⑤事例報告登録制度研修会  

日時：平成25年11月 3日（日）10：30～12：00 会場：ウイリング横浜 参加費：無料 

OT協会学術部学術委員会の協力を得て、同日の現職者共通研修の午前中に同会場にて開催。2つの研修

会は別の研修会で、受付も別。2ポイント配布。 

  ＊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（例10月28日の午前中） 

⑥現職者選択研修 

平成26年2月 11日（火）精神障害領域／平成26年2月 23日（日）発達障害領域＊企画検討中 

２）OT協会教育部生涯教育制度推進担当者会議報告 

日時：平成25年6月 29日（日） 場所： 

内容：生涯教育受講登録システム運営開始と生涯教育受講登録システム登録責任者選任について 

⇒生涯教育受講登録システムにより、本年度より現職者研修および基礎研修の個人の受講記録を

協会 HP 確認することができるようになった。それに伴い、各都道府県士会において実施され

た現職者研修、基礎研修の受講記録をシステムに登録する作業を本年度より実施する。 

10月以降の予定で、現職者共通研修、現職者選択研修を登録予定、今後県士会主催基礎ポイン

ト研修に広げる。今後ＳＩＧ団体研究会等にも広げる方向。 

      生涯教育受講登録システム登録責任者に関しては、教育部員の本藤広美、西尾香苗2名を選任

し届け出た（理事役員MLにて確認済）。 

  上記に伴い、これまで同様に正確な参加者名簿を研修会報告書と合わせて事務局へ提出してほしいとの 

  依頼あり。 

（２）検討事項 

 １）部員承認 木村亮太（磯子中央病院）⇒承認 

 ２）SIG団体認定申請 

 ①団体名：作業療法総合研究所⇒申請条件に問題なく承認 

     
５．広報部（出口理事） 

（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 

 162号を7月末に発行できるよう印刷・発送作業中。 

 ２）対外広報班 

 ①一般県民向けの企画：ヨコハマヒューマンテクノランド 

  日程：平成25年 7月26日（金）7月27日（日）場所：パシフィコ横浜 
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内容：体験型ブースの出展（革細工体験） WFOTのグッズ配布も検討中 

②学生向けの企画：新宿セミナー 

日程：平成25年7月 19日午後 場所：新宿セミナー横浜校 内容：相談ブースの出展 

③学生向けの企画：作業療法ガイダンス 

日程：平成25年8月 4日（日）場所：横浜会場 アートフォーラムあざみ野（予定） 

平成25年8月 11日(日) 場所：相模原会場 相模原市内 

内容：職業紹介・学校生活の紹介 

④一般県民向けの企画：ラジオ 日時内容は未定（調整中） 

３）その他 

①OT協会関連 

日本作業療法士協会広報部地方組織連携チーム 関東・甲信越地方担当者の変更 

（旧）古橋 理恵先生（こども発達センター：千葉県） 

（新）久保田 智洋先生（アール医療福祉専門学校：茨城県） 

②作業療法推進活動用ポスターについて 

OTが 3名以上在籍の施設に送付（155件。メール便\12,400。広報部予算内で可能範囲）。 

発送費用も昨年同様に封筒代とタックシール代が事務局、メール便代は広報部で負担する。 

来年度以降は全施設に送付できるように予算を検討(参考：全施設の場合469件\37,520) 

PDFでポスターのデータをもらえないか本部へ問い合わせる。 

（２）検討事項  

 １）ニュース原稿の確認作業について 

  従来一人一人の理事宛に確認をお願いしていたが、理事メールを活用したい。⇒圧縮ファイルを利用す

ることなど検討し了承。 

 

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 
   日時：平成25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） 

お知らせのちらしを7月発行ニュース162号に同封依頼済 

 ２）職場見学会 

   第 1回平成25年11月頃、第2回平成26年2月頃 予定 

 ３）各種表彰に関する業務 

 ４）倫理問題に関する業務 添付資料にて対応を確認。 

 ５）求人・求職の登録および情報提供 

（２）検討事項 

１）新入会員オリエンテーション＆歓迎会について 

①当日の横浜リハビリテーション専門学校での歓迎会(16：30～)への役員の出席依頼⇒参加者を確認 

②開会、閉会のあいさつの依頼⇒錠内副会長、中西副会長に依頼 

① 新入会員歓迎会後の懇親会への役員の参加のお願い 

 

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 マニュアル（内規も含む）について回覧資料を提示 

 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：平成25年9月 21日（土）～9月22日（日） 会場：横浜ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 

 ②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25年 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：平成25年 8月31日（土） 会場：ウィリング横浜 
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 ④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：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）PT/OT/ST士会長協議 訪問リハビリテーション振興委員会設置について 

   平成25年6月 30日（日）に三士会長および担当者にて訪問リハに特化した部署の創設について協議

した。名称は未定（「訪問リハビリテーション協議会（案）」）。三士会の資金投資、人材派遣にて運営

していく方向。⇒詳細は11月の理事会までに提出し、理事会で 終承認予定。 

 ４）今後の予定 

 ①協会・都道府県士会合同役職者研修会 

日時：平成25年7月 27日（土）7月28日（日） 出席予定：木村理事 

②生活行為向上マネジメント全国推進会議 

日時：平成25年8月 17日（土）8月18日（日） 出席予定：木村理事他 

 ５）ニュース掲載記事 

   7月号に訪問リハ研修体系の紹介予定 

（２）検討事項 

 １）部員の承認 吉川マサコ(平塚養護学校)⇒承認 

 ２）生活行為向上マネジメント全国推進会議  

  推進委員（1名）：木村理事  

  H25年度老人保健健康増進等事業研究協力者：2名：村仲隼一郎氏(ふれあい平塚ホスピタル) 

  ⇒他1名は木村理事に一任 

 

 

8．福祉用具委員会（沼田理事） 

（１）報告事項 

 １）事業進捗状況 

 ①PT・OTスキルアップ研修 PT士会担当者と打ち合わせについて 

 日程：平成25年7月5日（土） 

 ②自助具をつくろう  

 日時：平成25年9月7日（土）、9月21日（土）、10月 5日（土）、10月19日（土）、11月2日（土） 

11月 16日（土）の全6回 10:00～16:00 

6月 8日（土）に神奈川県社会福祉協議会担当者と打ち合わせを実施した。 

 ③福祉用具相談支援システムについて 

 県士会ニュース5月号に事業内容の記事を掲載済み、7月号に実際の相談事例を記載。 

 ④HCR ふくしの相談コーナー 相談員派遣について 

  都士会福祉用具部を通じ派遣要請あり。昨年度同様に当委員を派遣予定。 

（２）検討事項 

１）部員承認  垣内 彩子（済生会神奈川県病院）⇒承認 

 

9．社会保障制度対策委員会（三浦理事）               

（1）報告事項 

 1） 障害者総合支援法についての勉強会について 

日時：平成25年11月 2日(土) 時間未定 場所： 国際医療福祉大学小田原保健医療学部 

講師：未定 受講料：未定（前回同様、資料代として500円程度を考慮中) 

（2）検討事項 

1）部員の承認 

窪田 聡(国際医療福祉大学小田原保健医療学部：継続) 

牛木 彩子(国際医療福祉大学小田原保健医療学部：継続) 

小林 志帆(神奈川県病院：継続) 
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鈴木 北斗(新横浜リハビリテーション病院：継続) 

清 亜由子(茅ヶ崎徳洲会総合病院：継続) 

横川 知奈(神奈川県病院：継続) 

中野 裕理(介護老人保健施設 悠久：継続)  

中野 あゆむ(秦野病院：新規)           ⇒承認 

 
11．学会評議委員会（内山理事） 
（１）報告事項 
 １）次期学会長水島先生の理事会参加 協力依頼のあいさつあり。 

 ２）第15回 神奈川県作業療法学会実行委員会の立ち上げ 

 ３）第 14 回県学会総括について 鈴木孝治理事より報告あり。⇒監査へ  

（２）検討事項 

１）部員の承認 玖島 弘規（横浜旭日中央総合病院）  ⇒承認  

 
12．代議員制度対策委員会 (錠内理事) 
（１）報告事項 
 定款の改訂案に対するパブリックコメント募集をおこなっていく。パブリックコメント募集の通知の文面  
 の修正あり（代議員制度導入に伴う定款の改訂を定款の改訂に修正）。本文の修正も行う。  
 定款の改訂のための臨時総会は、平成 25 年 10 月 5 日(土)16：00～横浜YMCA 学院専門学校を予定。 
 

 

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 9 月 13 日（金）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     淺井憲義    印 
 
 
理事     福留大輔    印 

 


