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２００９年度 第４回 理事会議事録 

 

１、日 時：2009 年 11 月 19 日（木）19：00～21:30 

２、場 所：神奈川県作業療法士会事務所 

３、理事会定数：15 名 

  出席理事：錠内、浅井、木村、作田、鈴木、冨山、中西、野々垣、野本、原、澤口 

  委任理事：渡邉、佐藤、奥原、机、山路 

出席監事：長谷川、清宮 

  出席事務局員（書記）：友利、名古屋 

  その他：東、安倍（学術部）、松本（広報部） 

４、議長団選任 

議長：錠内 

副議長：澤口 

※ 議事録署名人は会長、監事及び出席理事より 1 名選出しなければならない（定款より）。よって出席

理事より下記のように互選された。 

議事録署名人：錠内、清宮、中西 

５、配布資料 

  各部 

事務局理事会資料 

   財務部理事会資料 

   学術部理事会資料 

   教育部理事会資料 

   広報部理事会資料 

   福利部理事会資料 

   地域リハビリテーション部資料 

   福利部理事会資料 

  各委員会 

   福祉用具委員会 

   ウェブサイト管理委員会 

  監事 

   

６、回覧資料 特になし 

    

７、報告事項 

【事務局】 

１）渉外活動 

①神奈川県病院医療関係団体連絡協議会 

     日時：9月 30日（木）  出席：渡邉会長参加 

     場所：県民ホール６階「英一番館」 

    ②神奈川医療専門職連合 

     例会報告：11月 6 日（金） 出席：渡邉会長、錠内副会長   

     公開セミナー：10月 27 日（火） 場所：県民サポートセンター 

    ③栃木県作業療法士会法人設立記念式典及び祝賀会ご臨席依頼⇒祝電にて対応 

日時：平成 21年 10 月 17 日（土） 

場所：ホテルニューイタヤ（栃木県宇都宮市） 

    ④横浜 YMCA より創立 125 周年記念式典ご臨席依頼⇒祝電等にて対応 

日時：平成 21年 11 月 8日（日）17 時より 

場所：県民ホール 大ホール 

    ⑤30 周年記念糖尿病週間行事ご臨席依頼 

     日時：平成 21年 11 月 15 日（日） 出席：澤口 

     場所：小田原市保健センター 3階 大研修室 

     内容：式典および記念講演 

     記念講演：「糖尿病患者の寿命は 10 年短い？！－アンチェイジングは役立つか？－」 
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     講師 高輪メディカルクリニック 院長 久保 明 

    ⑥「高校生新聞社」より作業療法士１名の紹介依頼あり（第３回理事会にて提示済） 

     発行元：（株）高校生新聞社 

     設置先：全国の高等学校（約 4,000 校）、予備校・塾、書店にて無料配布 

     ⇒横浜相原病院の OT の方が取材を受託し新聞に掲載済 

    ⑦NOVA 出版より取材のため、県士会会員紹介依頼 

     弊社概要：精神科医療を中心とした書籍やパンフレットを製作 

     掲載予定雑誌：精神科・老人施設求職ガイド（年 1回発行） 

     特集記事テーマ：「精神科の看護・コメディカルは身体合併症とどう向き合っているか？」 

     ⇒藤沢病院にて取材済 

   ２）他団体より周知依頼 

①神奈川県保険医協会より「第 14回医療・健康フェスティバル」周知依頼⇒web 管にて依頼 

日時：11月 3日（火・祝） 場所：横浜駅東口・新都市プラザ 

内容：健康度チェック・無料測定（血圧・血管年齢チェック・歯のかみ合わせ） 

無料相談コーナー（からだと病気・歯とお口） 

    ②（社）かながわ福祉サービス振興会よりフォーラム「ケア時代の介護のあり方」周知依頼⇒HP に掲載済   

日時：平成 21年 12 月 10 日（木） 場所：横浜ラポール シアター 

対象：介護サービス提供者、介護事業所管理者及び経営者及び関心のある方 

定員：300 名  受講費用：振興会会員 5000 円 一般会員 6000 円 

講師：三好春樹（生活とリハビリ研究所 所長） 

内容：「介護の時代とは何か」「医療モデルから生活モデルへ」「老いの見方と感じ方」 

    ③大阪緩和作業療法勉強会より研修会周知依頼⇒HP に掲載済 

日時：平成 22年 3月 27 日（土）～28日（日）  場所：堺市民会館（大阪府） 

定員：40名  会費：4000 円 

テーマ：がん・緩和ケアにおける作業療法  内容：講義＆グループワーク 

講師：目良幸子（近畿中央胸部疾患センター・OT） 野尻明子（熊本保健科学大学・OT） 

      島崎寛将（ベルランド総合病院・OT） 

  ④「かながわ地域リハビリテーションフォーラム」共催依頼⇒三役会承認 

     日時：平成 22年 2月 13 日    場所：県立かながわ労働プラザ 

   主催：神奈川県リハビリテーション支援センター 

⑤第 8回神奈川県介護支援専門員研究大会への協賛依頼⇒協賛のみ（三役会承認） 

     日時：平成 22年 3月 28 日     場所：レイ・ウェル鎌倉 

主催：NPO 法人神奈川県介護支援専門員協会 

     大会テーマ：「階（きざはし）～地域から始まるホップ・ステップ・ジャンプ～」 

    ⑥かながわ福祉サービス振興会より「第 3回神奈川県特定施設研究大会」後援依頼⇒三役会承認 

     日時：平成 22年 2月 26 日     場所：戸塚公会堂 

     内容：基調講演 北原 照久（横浜ブリキのおもちゃ博物館館長） 

        研究発表 「介護のプロが提供する 

     対象：介護・医療サービスに従事する職員（管理者、ケアマネジャー、介護職員、看護職員、公務員、 

学生等） 

３）WFOT 関連や OT協会関連 

    ①WFOT 第 1 回組織委員会開催 

日時：9月 27 日（日）  場所：JICA 地球ひろばセミナールーム（新宿） 

     出席：（協会側）錠内会場実行委員長、（県士会側）渡邉会長、名古屋事務局次長 

 ②WFOT 世界大会の企業コンベティション 

     日時：11 月 7日（土）  場所：ハロー貸し会議室 新宿 

     出席：澤口事務局長 

     ４社から２社へ厳選された。 

    ③「作業療法推進活動パイロット事業助成制度募集」について⇒報告事項・地域リハに記載⇒三役会承認 

 ④都道府県連絡協議会より「作業療法 5ヵ年戦略」に関する周知教育研修について 

9 月の OT 協会との合同役職者研修会において中村協会長が中心となり、協会予算にて講師派遣などを行

なうこととなり、開催を希望する県士会は 10 月末までに集約する 

⇒当士会として都道府県連絡協議会へは開催希望済み 

開催時期は総会時の研修会時希望（来年 4月の第 3日曜日もしくは第 4日曜日） 
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  【財務部】 

   １）会費納入 

①10月 31 日現在 納入率 73.74％ （前年同月 66．37％） 

②2回目の督促状送付済。納入〆切 12月末日 

 

【学術部】 

１）研修会終了報告 

    ①生涯教育講座「職場管理者養成講座」 

     日時：１０月 3日  場所：ウイリング横浜 

     内容：「臨床でのリスク管理について」  受講者数：95名 

    ②分野別講習会「精神障害分野」 

     日時：10 月 12 日  場所：ウイリング横浜 

     内容：「精神科における身体障害評価とアプローチの基礎」 受講者数：47 名 

    ③分野別講習会「身体障害分野」 

     日時:10 月 24 日  場所:市大センター病院 

     内容：「脳卒中の急性期作業療法 基礎から応用」  受講者数：48名 

    ④生涯教育講座「実習指導者養成講座」 

     日時：11 月 7日  場所：ウイリング横浜 

     内容：「教育方法論」           受講者数：20 名 

   ２）講習会開催予定 

    ①分野別講習会「身体障害分野」 

     日時：1月 30日  場所：横浜 YMCA 

     内容：「はじめての嚥下障害の評価と治療」 

    ②分野別講習会「精神障害分野」 

     日時：1月 30日  場所：横浜 YMCA 

     内容：「精神科における実践報告」 

   ３）第 29 回神奈川県病院学会報告 

     日時：11 月 5日 

     学会運営協力委員やシンポジストでの参加をした 

 

  【教育部】 

   １）研修会終了報告 

    ①事例報告登録制度研修会 

     日時：10 月 18 日   場所：ウイリング横浜 

     参加者数：15名 

    ②第 2回現職者共通研修 

     日時：11 月 15 日   場所：ウイリング横浜 

     参加者数 

      ・「職業倫理」     105 名 

      ・「作業療法の可能性」 103 名 

 

  【広報部】 

   １）県士会ニュース発行予定日報告 

   ２）健康生活展ブース出展 

     日時：11 月 7日    

     目的：（健康に興味のある）一般県民に対する啓発活動 

     内容：記憶力のチェックおよび作業療法の説明 

     参加者数：100 名 

   ３）推進月間内での施設見学会終了報告 

     見学参加者数：8名   見学実施施設数：6ヶ所 
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【福利部】 

   １）倫理問題 

     日本作業療法士協会倫理委員会の状況報告 

      ・相談件数 延べ 30～40 件 

      ・現在の所話を伺うレベルまで。上申書提出までは至らず 

   ２）次年度の企画案提出 

     「職場見学会」 

       若手、一人職場の会員を対象に、実際に他施設を見学、先輩 OTの相談できる機会の提供 

       ⇒継続して検討 

 

  【企画調整委員会】 

   上半期の事業実施経過報告を提出すること。〆切 12月 20 日 

 

  【地域リハビリテーション部】 

   １）研修会終了報告 

    ①第 5回地域リハビリテーション勉強会 

     日時：11 月 8日   場所：ウイリング横浜 

     内容：「どうなる？就労支援パート２」～精神障害者の就労を支えるために地域で必要なこと～ 

     参加者数：28人 

   ２）研修会開催予定 

    ①第 17 回 PTOT 地域ケアネットワーク合同研究会 

 日時：2月 14 日    場所：横浜リハビリテーション専門学校 

     内容：「PTOT の可能性～広がる職域～」 

     講師：森本 榮氏（日本 PT協会理事） 

   ３）ＯＴ協会からの「作業療法推進活動パイロット事業助成制度募集」について 

     課題：「神奈川における ALS 者のコミュニケーション障害に対する当事者、作業療法士、他の医療・福祉 

関連職からなる支援体制整備」 

     ⇒三役会の承認を経てＯＴ協会へ申し込み済み 

     ⇒事業が承認されれば、学術部、広報部、福祉用具委員会から人員参加の協力希望あり 

   ４）日本てんかん協会神奈川支部および脳卒中友の会の会合に参加済み。 

     ⇒県士会ニュースで報告予定 

   ５）訪問実施事業所のウェブサイト掲載に向け、動向調査中 

 

  【福祉用具委員会】 

   １）研修会終了報告 

    ①平成２１年度 スキルアップ研修会～在宅での福祉用具適合相談のために～ 

     日時：１０月１８日 （ウイリング横浜）  

        １０月３１日 （横浜リハビリテーション専門学校） 

        １１月１日  （横浜リハビリテーション専門学校） 

     参加者数 ＯＴ２６名 ＰＴ１５名 

   ２）研修会開催予定 

    ①「コミュニケ―ション機器におけるＯＴの役割と実践」 

日時：１２月２０日  場所：ウイリング横浜 

講師：田中 勇次郎先生 

    ②自助具研修会 

     日時：１月３１日   場所：横浜リハビリテーション専門学校 

  講師：錠内 広之先生   

   ３）その他 

    神奈川工科大学卒業生より、福祉用具ネットワーク作りの依頼あり 

     ⇒依頼内容の確認作業中 

 

  【ウェブサイト管理委員会】 

   １）法人化後の HPのリニューアル 

    ①「定款」は抜粋版を閲覧・ダウンロードできるように変更する 
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    ②「個人情報保護ポリシー」は「規定」を閲覧・ダウンロードできるように変更する 

    ③「入会案内」は新「定款」に沿って入会条件を変更する 

   ２）県士会サイトへのアクセス件数報告 

   ３）レンタルサーバーの容量を追加済み 

 

  【学会評議委員会】 

   １）毎年県士会学会開催に向けて 

    通常規模の学会を開催するには、難しい。 

    小規模な学会と通常規模学会を交互に開催する方法を検討中 

 

８、検討事項 

  【事務局】 

    前回の理事会議事録を承認 

  【学術】 

    ①学術誌刊行事業班より予算案提出 

⇒2月の財務状況を見て予算案 Aもしくは B案を決定する 

    ②研究助成に対する予算案提出 

      ⇒企画調整委員会と継続協議 

 

  【広報部】 

    ①県士会ニュース印刷発送業者の変更案⇒変更する 

    ②広報グッズの作製⇒必要であれば随時実施を 

 

９、中間監査報告 

【監事】 

    ①活動および収支に関してはおおよそ健全に遂行されていることを認める 

    ②活動記録や現在の記録用紙の改善などを提案する 

 

１０、その他 

  【事務局】 

   次回の第 5回理事会において、次年度の事業計画案を議題としたい。従って、次回の三役会 

（平成 22年 1月 14 日木曜日）までに各部・委員会は次年度の事業計画案と予算案の提出をお願いしたい。 

 

 

 

 

 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３０分 

 

   次回の理事会開催日時   平成２２年１月２１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    中西浩司     印 
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