
一般社団法人 神奈川県作業療法士会 2011年度第２回理事会議事録 

 1 

2011年（平成 23年）度 第 2回 理事会議事録 
 
Ⅰ．日 時：平成 23年 7月 21日（木）19:00～21:30 
 
Ⅱ．場 所：（一社）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：渡邉、奥原、木村、小峰、作田、鈴木、机、冨山、中西、野々垣、原、福留、三浦、澤口 

  委任理事：佐藤、錠内、淺井 
出席監事：長谷川 
委任監事：清宮 
その他：名古屋、中尾、金山（事務局書記）、松本（広報部ニュース班） 

 
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・長谷川・奥原 
 
Ⅴ．配布資料 
  各部・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／社会保障制度対策委員会／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 

 
Ⅵ．回覧資料  
  ・神奈川県保険医協会「第 20回在宅医療介護セミナー事業報告書、当日資料」 
  ・神奈川県臨床衛生検査技師会役員改選挨拶 
  ・神奈川県医師会役員就任挨拶 
  ・一般社団法人群馬県作業療法士会設立案内 
  ・栃木県作業療法士会より役員改選挨拶 
  ・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 
   「第 7回かながわ地域リハビリテーション・フォーラム報告書」 
  ・神奈川県ＰＴ士会「理学療法部門の責任者と対象とした出産・育児と仕事の両立に関する意識調査報告書」 
  ・作業療法士のメンタルヘルス～神奈川県の現状について～（神奈川県士会正会員） 
  ・杏林大学作業療法学科設立挨拶 
  ・第 9回神奈川県介護支援専門員研究大会事業報告 
  ・東北保健医療専門学校「作業療法学科」設立挨拶 
  ・神奈川県介護支援専門員協会 役員名簿 活動報告 事業計画 
  ・神奈川県病院協会 会務及び事業報告 
  ・ひの社会教育センター「デンマークの心豊かな暮らし方」 
  ・「2011夏のかながわレッドリボンウィーク」チラシ 
  （順不同） 
 
Ⅶ．報告事項 
 １．財務部（野々垣理事） 
（１）財務状況の周知について 

財務諸表の情報公開（公告）をウェブサイト管理委員会に依頼済み。各会員へは7月発行の県士会ニュ 

ースに総会時配布した会計書類を同封する． 

（２）会計マニュアル説明会について 

7月16日15:00～事務局にて開催した。  

（３）会費振込用紙発送について 

コンビニ決済の納入期限は9月末日まで．7月末に納入が確認できない会員に対し，8月中旬に再度会 

費振込用紙を発送する．  

 （４）支出項目について 

総会で報告している予算・決算の項目名と、実際の報告項目名が異なることがある。今後確認していく。  
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２．学術部（福留理事） 

（１）講習会開催予定（新規事項のみ記載） 

１）2011年9月17日（土） 分野別講習会【身体障害分野】 テーマ「高次脳機能障害の基礎」 

講師：早川裕子氏(作業療法士) 参加費：2000円 会場：ウィリング横浜 

   

３．教育部（奥原理事） 

 （１）研修会予定（新規事項のみ記載） 

１）第1回現職者共通研修  

2011年9月3日（土）・４日（日） 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（昭和大学） 

「保健・医療・福祉と地域支援」机 里恵氏（横浜リハビリテーション専門学校） 

「作業療法の可能性」錠内広之氏（日本鋼管病院）     

「事例検討方法論」長雄眞一郎氏（神奈川県立保健福祉大学） 

「日本と世界の作業療法の動向」長谷龍太郎氏（神奈川県立保健福祉大学） 

「作業療法における協業・後輩育成」鈴木孝治氏（国際医療福祉大学 小田原保健医療学部） 

  ２）第2回現職者共通研修 

    2011年11月23日（祝） 会場：ウィリング横浜 

 講師：「エビデンスと作業療法実践」鈴木久義氏（昭和大学） 

     「職業倫理」浅井憲義氏（北里大学） 

  ＊生涯教育制度相談コーナーを開設予定。 

３）事例報告登録制度研修会 

    2011年11月23日（祝） 会場：ウィリング横浜＊第2回現職者共通研修同日の午前中に開催予定 

    講師等はOT協会学術部と協議中 

 

４．広報部（小峰理事） 

 （１）対外広報活動予定について（新規事項のみ記載） 

１）学生向けの啓発活動 2011年6月18日（土） 会場：新宿セミナー横浜校 

   講演と相談コーナーでブース出展、他県内養成校7校がブース出展 

  ２）関連職種への啓発活動 関連職種学会（昨年度はケアマネ学会）にて演題発表 

  ３）一般市民・県民向け啓発活動 

 ①2011年7月22日（金）23日（土）YOTECブース出展 

②ラジオ出演（木曜10:00～、ラジオ日本「横浜ロハス」） 

③ＯＴ協会広報部主催：神奈川県でのキャンペーン活動  

具体的な内容は７月中旬（広報部会議）、７月末（合同研修会）で決定。 

④OTフォーラム（ＯＴ協会事業部主催）2011年9月25日（日） 会場：日石横浜ホール 

今年度は開催時間が短いため、出展活動は行わない。 

（２）広報活動支援物品について 

県士会ロゴ入りウィンドブレーカを作成した。イベント・行事等で使用していく。保管は県士会事務局。 

（３）ニュースの発行について 予定通り発行中。 

（４）神奈川県作業療法士会 紹介パンフレット改定について   

現在のパンフレットの部数を確認し、今後内容・サイズ等を検討する。 

 

 ５．福利部（冨山理事） 

 （１）新入会員オリエンテーション＆歓迎会について（新規事項のみ記載） 

2011年9月3日（土）現職者共通研修終了後16:00～ 会場：横浜リハビリテーション専門学校地下1階 

終了後に懇親会を開催予定。 例年同様、理事・監事は出席を要請。 

 （２）求人情報について 

利便性を高めるため、ウェブサイトの求人情報の掲載についてシステムを変更する。 

 （３）倫理問題について 

相談1件あり。県士会長・OT協会倫理委員長と相談。倫理問題報告書を本人の聴取より作成し、OT協会倫

理委員長宛に提出した。 

 （４）職場見学会について 

    11月と1月に開催予定。詳細は検討中。 
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 ６．地域リハビリテーション部（木村理事） 

（１）県士会ニュースへの記事掲載（新規事項のみ記載） 

150号→見開き1P記事掲載、研修会案内チラシ２部、訪問リハアンケート１部 

 （２）研修会出席予定（木村理事） 

１）2011年7月14日（木）15日（金）「訪問リハ・地域リーダー研修会」 

  →県内：今年度も訪問リハ実務者研修会を開催する方向で県ＰＴ・ＯＴ・ＳＴと合同で企画中。 

  ２）2011年7月30日（土）31日（日）「協会都道府県役職者合同研修会」→パイロット事業の報告 

 （３）「訪問リハ事業所アンケート」のスケジュール 

8月末→回収、9月中→データの整理、9月末→ウェブサイトに情報掲載 

 （４）「認知症作業療法実態調査（アンケート調査）」スケジュール 

9月頃→全施設にアンケートを配布、11月末→データの解析、1月→結果をニュースに掲載 

結果をこれからの活動に反映する。 

 （５）「特別支援学校を中心としたタウンミーティングの有効性の調査」 

2011年12月3日（土）2012年3月10日（土）両日とも13:00～16:00 会場：相模原中央支援学校  

参加対象：近隣に勤務あるいは在住のOT 内容：養護学校のOTの状況を報告、地域連携に今後必要な取り

組みなどのディスカッション。元座間養護学校校長の杉本氏（ＯＴ）に協力をいただく。参加者の意識調

査を行いタウンミーティングの効果を図る。  

 （６）研修会開催予定 

   １）第 2回訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実務者研修会 2011年 8月 20（土）～21（日）横浜ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 
     →県ＰＴ・ＯＴ・ＳＴと合同企画。 
   ２）OT・PSW合同研修会（第 7回地域リハ勉強会）2011年 9月 18日（日）ウィリング横浜 
   ３）第 1回訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修会（仮）2012年 2月 4（土）～5（日） 
     →１）３）については今後、「訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ連絡会（仮）」（訪問リハ関連領域での連携）で運営することを 

検討中   
   ４）ＯＴ協会パイロット事業講習会 ７月９日（土）８月２０日（土）９月１０日（土） 
 

 ７．福祉用具委員会（机理事） 

 （１）福祉用具専門相談員の推薦・派遣について 

    神奈川県社会福祉協議会 県民活動推進部 福祉用具等利用支援担当課より依頼。 

    期間：2011年4月1日～2012年3月31日 毎月第2・4土曜日（月2回）14：00～16：00 

    講師：机里恵氏（横浜リハビリテーション専門学校） 

       野々垣睦美氏（すてっぷなな） 

       木下剛氏（済生会 横浜東部病院） 

       村越妙美氏（川崎協同病院） 

   田中秀和氏（横浜新都市脳神経外科病院） 

牧山大輔氏（横浜新都市脳神経外科病院） 

沼田一恵氏（横浜らいず） 

川辺均氏（茅ヶ崎新北陵病院） 

田畑雄吉氏（ふれあい平塚ホスピタル） 

川上新氏（済生会神奈川県病院） 

菊池泰雅氏（ナーシングピア横浜） 

佐谷瑞紀氏（レストア横浜） 

 （２）講習会予定 

１）『平成２３年度「PT・OTスキルアップ研修』 PT士会と打ち合わせの予定。 

  ２）2011年1月予定 「自助具講習会」会場：神奈川県民センター ともしび（予定）  

  ３）2011月26日（土）、27日（日）「車いすシーティング」 会場：横浜リハビリテーション専門学校 

講師：木之瀬隆氏（日本医療科学大学保健医療学部） 

   亀ヶ谷忠彦氏（群馬大学医学部保健学科）  

 （３）HCRについて（新規事項のみ記載） 

東京都士会と協力し、ブース運営とセミナーを実施予定。会員に対してブース運営の協力を依頼中。 

ブース：県士会の活動内容をパネル1枚で紹介する予定。内容については事務局･広報部と協力。 

セミナー：日時・時間帯は未決定（抽選待ち）も、講義時間は1時間を予定。内容は地域リハ部のパイロ 

ット事業の報告を予定中。講師：木村理事 
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 ８．社会保障制度対策委員会（三浦理事） 

 （１）社会保障制度に関する情報収集について 

    OT協会への情報収集窓口手続きが終了。今後は県・国からの情報収集の手続きを行っていく。 

 （２）webへの掲載について 

    ウェブサイト管理委員会と協力していく。 

 

 ９．ウェブサイト管理委員会（作田理事） 

 （１）県士会サイトの管理とアクセス件数について 

昨年度と比較して更新件数は増加しているものの、アクセス件数は減少している。3月の震災以降、アクセ

スは減少しておりその傾向はまだ続いている。 

（２）求人情報の掲載ルールについて 

閲覧者の利便性を向上させる目的で求人情報のページのリニューアル作業を行っており、掲載のルール変

更を福利部と協議中。 

 （３）理事役員の新メーリングリストについて 

使用できる目処が立ったので、今後は新メーリングリストのみ＜@kana-ot.jp＞の使用とする。 

 （４）原稿依頼について（継続依頼） 

未提出の部署は早急に提出する。 

 

 10．学会評議員会（原理事） 

 （１）第1回神奈川県臨床作業療法大会 事業計画案・予算案 

2012年4月15日（日）開催予定 会場：川崎市立産業文化会館大ホール（横浜市立大学講堂も検討中） 

＊会場の変更に伴い開催日の変更あり。10月を目途に決定。 

大会長：鴻井健三氏（公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター） 

委 員：山岸誠氏、伊藤淳子氏、椎名えりか氏、古田崇浩氏、佐野邦典氏（以上、公立大学法人横浜市立 

大学附属市民総合医療センター）加藤千尋氏（横浜市立脳血管医療センター）鈴木康弘氏（聖テ 

レジア病院） 以上7名。 

 

 11．企画調整委員会（渡邉会長代読） 

本日、委任のため資料のみ確認。詳細は次回報告。 

 

12．事務局（澤口事務局長） 

 （１）第 3回定期総会について 2011年 5月 28日（日） 会場：ウィリング横浜 
 １）講演会：ＯＴ協会派遣「震災ボランティアを体験して」講師：浅海奈津美氏（ヘルパーステーション 

ふるさと） 参加者：90名 
２）第 3回定期総会 
正会員（1587名）の3分の１以上の出席（出席59名、委任状572名 計631名）を満たして開催。 
第 1号～第 6号議案すべて成立。 

 （２）渉外関連 
１）神奈川県医療専門職連合会（新規事項のみ記載） 
①総会 2011年 6月 22日（水）18時 30分～ 総会成立 
代議員出席：錠内副会長、木村理事、小峰理事、澤口事務局長 
理事出席：渡邉会長 

   ②理事会 2011年 7月 6日（水）当会は委任 
 ③広報委員会 2011年 7月 12日（火）出席：小峰理事 

   ④公開セミナー 2011年 10月 21日（金）18時 30分～ 会場：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 内容：「放射線について」 講師：神奈川県放射線技師会に依頼  

２）病院医療関係団体連絡協議会 
2011年 10月 21日（金）15時～（今期は神奈川県作業療法士会が会長兼事務局） 

    神奈川県知事が新任されたため、神奈川県知事と連絡協議会との懇談が企画される。 
    ＊神奈川県医療専門職連合会の公開セミナーと日程が重複しているため、確認する。 
３）神奈川県言語聴覚士協会設立の準備委員会が立ちあがり、準備委員会委員より連携を通じた周知依頼 
  広報部にて対応。9月の県士会ニュースに同封。 
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  ４）高齢者等居住安定化推進事業（代表提案者：かながわ住まい・まちづくり協会） 
   ・「住宅改修ガイドブック編集委員」委嘱依頼（かながわ福祉サービス振興会） 
    本事業で情報収集した事例等を掲載した住宅改修ガイドブックを作成するにあたり、かながわ福祉サ 

ービス振興会内に「住宅改修ガイドブック編集委員会」を設置することになり、当会に委員の委嘱依

頼があった。委員の任期は平成 24年 2月 29日まで。⇒錠内副会長に依頼し推薦した。 
 （３）ＯＴ協会関連 
 １）平成 23年度都道府県作業療法士会連絡協議会総会 
    2011年 6月 23日（木）14：30～17：30 会場：彩の国すこやかプラザ 
   内容：事業報告、収支報告、事業計画（案）などが可決。また都道府県ＯＴ士会連絡協議会として 
「災害時のマニュアル」を作ることの提案があり可決。総会終了後に関東甲信越支部ブロック会議あり。 
２）ＷＦＯＴ 

   ①ＷＦＯＴ２０１４のウェブサイトについて 
2011年 6月 28日にアップされた。http://www.wfot.org/ から入れる。 

   ②WFOT国内実行委員会について 
2011年 7月 31日に行われる予定だったが延期となった。 

 （４）庶務関連 
１）当県士会役員改選の案内周知 

    法人設立記念式典ご出席団体、ＯＴ協会、都道府県士会、医療専門職連合会、病院医療関係団体連絡 
協議会、介護支援専門員協会、神奈川県などに通知した。 

  ２）ＯＴ協会主催「会員管理システム及び個人情報対策講習会」出席について 
    2011年 8月 27日（土）10：45～19：00、28日（日）9：00～12：00  
    出席予定：斎藤（事務専従） 内容：個人情報保護に関する講習、ＰＣを用いて士会システム演習 
３）役員改選通知受理 

    秋田県士会、広島県士会、北海道県士会、熊本県士会、島根県士会、三重県士会、滋賀県士会、 
兵庫県士会など 

４）謝金規則について 
第３回定期総会にて承認された「謝金規程」の実績が各部統一されていなかった。今年度予算案は 
承認されているので、今期は各部提出された謝金規程予算案に沿って執行する。次年度については、 
9月 11月を目処に財務と相談し、検討する。 

 

Ⅷ．審議事項 

１．学術部（福留理事） 

（１）学術誌編集委員の承認（13名）⇒承認 

   中西浩司氏（北里大学東病院）          森田千晶氏(自宅会員) 

三浦慈子氏(国際医療福祉大学小田原保健医療学部) 有川真弓氏(神奈川県立保健福祉大学） 

坂本安令氏(横浜市立大学附属病院)        渡邉誠氏（北里大学医療衛生学部） 

松本政悦氏（横浜市総合リハビリテーションセンター）神保洋平氏(茅ヶ崎リハビリテーション専門学校) 

三川年正氏(横浜リハビリテーション専門学校)   埜崎都代子氏(昭和大学保健医療学部) 

坂本俊夫氏(横浜YMCA学院専門学校)       友利幸之介氏（神奈川県立保健福祉大学） 

小河原格也氏（神奈川県立保健福祉大学） 

 

２．教育部（奥原理事） 

（１）ＳＩＧ団体登録承認に関して⇒承認 

１）作業療法地域連携会＠sagamihara 

２）行動リハビリテーション研究会   ＊協会SIG団体認定規定、県士会規定を満たしている。 

 

３．広報部（小峰理事） 

 （１）神奈川県言語聴覚士会（仮称）への協力について⇒承認 

151号のニュースに県内のＳＴに向けてのチラシを同封し、協力予定。印刷費用はＳＴ協会が負担する予定。 

 （２）部員の承認（追加）⇒承認 

本間 嗣崇氏（神奈川県立保土ケ谷養護学校） 
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４．社会保障制度対策委員会（三浦理事） 

（１）部員の承認(追加)⇒承認 

鈴木北斗氏(新横浜リハビリテーション病院) 

  

５．学会評議員会（原理事） 

 （１）第１回神奈川県臨床作業療法大会について⇒今後も検討 

  １）演題数を増やす取り組みについて（意見） 

   ①誌上発表の検討 学術誌との区別をつけるにも、発表前提での抄録とする。 

   ②研究活動サポート体制について サポート体制を利用し、演題の質の向上も図れるのでは。 

  ２）県士会総会について 

    ランチョン総会について案が出る。事務局と打ち合わせ、実施できるのか検討する。 

  ３）参加者を増やす取り組みについて  

著明な講師による講演会の実施について案が出る。予算と検討し案を出す一方、簡易的な方法も検討する。 

４）神奈川県臨床作業療法大会の公印新調について 

  規定上、事務局長判断で決裁可能。ただし、一度理事会にて申請部署が提案する。その後、規定どおり 

行う。 

（２）会場の予約等について 

原則各部・委員会が行う。ただし、学会、大会は会員全体に関わることなので事務局で代行可能とする。 

 

 ６．事務局（澤口事務局長） 
 （１）第 30回神奈川県病院学会後援名義使用依頼について⇒承認 

2011年 11月 14日（月）13:00～18:00 会場：神奈川県総合医療会館７階大講堂ほか 
    主催：（社）神奈川県病院協会 学会テーマ：「社会貢献をめざして」  
    プログラム概要：特別後援「東日本大震災について（仮題）」、シンポジウム「救急医療への取り組み」 
            一般演題（学会テーマに沿った内容） 
（２）災害対策部（仮称）の設置について⇒継続審議 

三役会にて確認した方向性を報告。災害支援は県士会単体で動くものではなく、行政の動向を調査する（事 
務局対応）。また、2011年 7月 30日、31日の OT協会・県役員合同研修会での被災県士会からの報告が 
ある。それらを総括し、9月に報告予定。検討し、11月には第一案を提案したい。 

 （３）都道府県 OT士会連絡協議会より要請 
１）東日本大震災被災３県士会（岩手・宮城・福島）出身者の会費免除について⇒継続審議 
複数の県士会で会費免除を実施しているとの報告があった。OT協会に準じて前向きに検討していく。 
ニュースにて周知する。詳細は次回報告予定。 

  ２）被災３県士会へ義援金要請について⇒否決 
    都道府県連絡協議会役員会で論議あり。連絡協議会 MLを通じ、3県士会の口座に関する情報は事務局に 

通達されている。被災地から情報を得て、目的を絞って対応する。 
  
 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２３年９月１５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     渡邉愼一     印 
  

監事     長谷川元     印 
  

理事     奥原孝幸     印 
 
 


