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平成25年（2013年）度 第3回 理事会議事録 

 

Ⅰ．日 時：平成25年9月13日（金）19:00～20:50 

 

Ⅱ．場 所：神奈川県作業療法士会事務所 

 

Ⅲ．理事会定数 11名 

  出席理事：錠内、中西、内山、木村、作田、出口、沼田、野々垣、福留、吉本、澤口 

  委任理事：渡邉、奥原、鈴木（久）、鈴木（孝）、三浦 

出席監事：淺井、清宮 

その他 ： 小峰(広報部ニュース編集班)、酒井（広報部対外広報班）、名古屋、一志、金山（事務局書

記） 

 

Ⅳ．議長団選任 

議長：錠内副会長 

副議長：澤口事務局長 

議事録署名人： 錠内副会長、福留理事、清宮監事 

 

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／ 

ウェブサイト管理委員会／学会評議委員／代議員制度対策委員会 

 

Ⅵ．回覧資料  

  SIG団体「作業療法総合研究所」の申請書類／WFOT大会運営マニュアル素案 

 

Ⅶ．報告・検討事項 

１．事務局（澤口事務局長） 

（１）報告事項 

１）研修会等周知依頼 

①日本浮腫療法協会「浮腫療法講習会」⇒HP掲載済 

②神奈川県エイズ対策推進協議会「2013夏のかながわレッドリボン月間」周知依頼⇒HP掲載済 

③神奈川県保健福祉局福祉部障害福祉課 国立障害者リハビリテーションセンター主催 

「平成25年度作業療法士研修会」周知依頼⇒HP掲載済 

④関西シルバーサービス協会 創立25周年記念講演会チラシ⇒理事MLにて承認済 

⑤第31回日本感覚統合学会研究大会「第31回日本感覚統合学会研究大会」ポスター・チラシ⇒配布済 

⑥横須賀つばさの会「むかしmattoの町があった」上映会の開催についてご案内⇒周知済 

⑦キネシオテーピング協会キネシオテーピング統一シンポジウムご招待のご案内⇒理事MLにて承認済 

 ２）後援名義使用依頼 

①神奈川県在宅医療推進フォーラム運営委員会「第３回神奈川県在宅医療推進フォーラム」後援依頼 

⇒承諾 

②テクノエイド協会 福祉用具・介護ロボット実用化支援事業におけるモニター調査事業「募集要項」 

  ⇒理事MLにて承認済 

３）渉外活動 

①神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会「神奈川県精神障害者スポーツ（バレーボール）大会」 

日時：10月3日（木）10：00～ 大会実行委員：川口敬之氏（北里大学医療衛生学部）大会実行委員 

会が9月3日（火）に行われた。 

②神奈川県病院協会「第32回病院学会第2回学術委員会」日時：9月4日（水）⇒欠席 

③神奈川県病院医療関係団体連絡協議会「平成25年度神奈川県病院医療関係団体連絡協議会」 
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   日時：9月9日（月）15：00～ 場所：英一番館 出席：錠内副会長 中西副会長 

④ヤマシタコーポレーション 山下一平（前社長）お別れの会 日程：8月17日（土）出席：渡邉会長 

⑤関連団体役員改選等のお知らせについて 

神奈川県病院協会役員改選ご挨拶／神奈川県臨床検査技師会 新役員挨拶／ 

神奈川県看護協会研修課認定教育班事務室移転のご案内／ヤマシタコーポレーション役員選任挨拶 

⑥他県士会役員改選等のお知らせについて 

・茨城県作業療法士会役員就任／滋賀県作業療法士会一般社団法人設立のご挨拶 

・千葉県作業療法士会会長交代挨拶・役員名簿／群馬県作業療法士会役員改選のお知らせ 

・山梨県作業療法士会第6回山梨県作業療法学術大会案内／島根県作業療法士会役員改選のお知らせ 

・福井県作業療法士会役員改選のお知らせ／静岡県作業療法士会会長交代挨拶 

・三重県作業療法士会新役員のお知らせ、会長退任・新会長就任ご挨拶 

４）OT協会関連 

①都道府県連絡協議会より周知依頼「臨床実習指導者研修（中級・上級）」⇒HP掲載済 

②平成26年度作業療法推進活動パイロット事業助成制度 応募8/1～9/20 

③「災害リハビリテーション・コーディネーター研修会（第2回～第4回）」日時：10/19～20 

⇒出席者を事務局として吉本理事に依頼 

④日本作業療法士協会・日本理学療法士協会・日本言語聴覚士協会の3協会共催「訪問リハビリテーシ

ョンフォーラム2013」周知依頼 日程：9月21日（土）場所：日本消防会館 

⑤WFOT関連進捗状況：大会運営を中心に 

  会場と運営スタッフ人数素案の報告を受ける。展示ホールはホールA、ホールBを使用。ホールC、

ホールDは他団体が使用する。プラザ臨港パークは今のところ借りる予定はないが、パフォーマン

スなど企画があれば早めに打診できるとのこと。 

神奈川県士会の働きとしては、大会運営・展示・独立採算プログラム委員会内を主に担当する。具体

的には各会場のディレクター業務やWelcome Reception 及びCongress Partyの補助を担当か。今

後、大会マニュアルが大会事務局より降りてくれば、順次担当を検討していく。例えば、各会場の

OTR、OTSを含めたボランティア運営スタッフの統括を吉本理事に担当して頂きたい等。また、10

月19日に国内組織委員会があるため、参加できる理事は参加することが周知される。 

５）庶務関連 

①国土交通省 法人土地建物基本調査について 法人の名称、所在地、組織形態、資本金の額、業種、 

常用雇用数、支所・支社・支店の数、所有する土地の有無⇒以上について回答を行った。 

６）臨時総会（10/5）について 

   現在委任状が567通集まっているが、まだ1000通近く足りない。各部・委員のメンバーに所属先

への声掛けを依頼する。今後は20日の第１次締め切り後から電話かけの予定。⇒締め切りをまたず

連絡していくことになる。電話かけの際、リストには所属だけでなく担当者も掲載してほしい。 

７）その他 

・OT協会の理事が酒気帯びで会員資格停止になった。各理事も改めて留意して頂きたい。 

（２）審議事項 

 １）一社）神奈川県精神科病院協会創立５０周年記念式典ご臨席依頼について  

日時：平成25年10月18日（金）記念式典：15時より 記念講演：16時より 祝賀会：17時より 

 場所：横浜ベイホテル東急 地下2階 ⇒参加の方向。現在鈴木（久）理事に打診中。 

 ２）補正予算について  

    10/5 臨時総会開催に伴い、臨時総会開催に関する補正予算391,392円を請求した。財務の野々垣理

事より、銀行引き落としになり、会費納入率が下がっていること、臨時総会については会にとって重

要なことなので対応したいが、その他の補正予算は厳しい現状である旨伝えられる。 ⇒ 承認 

 

２．財務部 （野々垣理事） 

（１）報告事項 

１）現状の報告について 

   会費の納入率について、コンビニ決済だった昨年度はこの時期73.93％であったが、現在は58.03％
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と大きく下回っている。また臨時総会で会員規定が見直された際、会員数の実際が読みにくいことも

あり、数年は厳しい決算にならざるを得ない。 

２）口座振替手続きについて 

    現在、1,151名分の口座振替用紙が事務局に提出されている（会員数1,824名）。手続きが完了して

いない会員には再度口座振替用紙を発送する。時期は10月の臨時総会終了後を予定している。送付時

に新しい会員規定を文書化し、同封する。引き落としに関する手続きを考慮すると年内に連絡が欲し

いが、3月31日までに事務局に届いたものは考慮していきたい。今年度残り2回送付する予定。 

（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) 

日時：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：111名 

 ② 分野別講習会【身体障害分野】 

  『肩（仮）』  

講師：横浜市立大学附属市民総合医療センター 鴻井建三氏（作業療法士） 

日程：平成26年1月 26日（日）会場：横浜市立大学附属市民総合医療センター 

 ③分野別講習会 【身体障害分野】 

  『ＣＩセラピー（仮）』  

講師：自衛隊中央病院 田邊浩文氏（作業療法士）要確認 

日程：平成26年3月 30日（日）会場：ウィリング横浜 

 ④生涯教育講座【実習指導者養成講座】 

  『指導者にも学生にもやさしい実習指導とは』  

講師：北里大学東病院 中西浩司氏、曽我病院 佐藤良枝氏、 

茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 神保洋平氏、済生会神奈川県病院 石川哲也氏 

日時：平成26年12月 7日(土) 13:30～16:45  

受講料：無料 参加人数：50名 

 ２）研修会報告 

① 分野別講習会 【精神障害分野】 

『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 ：鶴見隆彦氏 (作業療法士) 

日時：平成25年7月 27日（土）13：30～16：30 参加人数：31名（内部員6名） 

参加人数を考慮し、今後企画を検討していく。 

３）研究助成事業 

①研究申請1 研究代表者：神奈川県立保健福祉大学 笹田哲氏     

研究課題：神奈川県小学校特別支援学級に対する作業療法の介入方法に関する研究 

②研究申請2 研究代表者：福井記念病院 松岡太一先生    

研究課題：作業に焦点を当てた実践が長期入院統合失調症者の精神症状やＱＯＬに及ぼす効果の検証 

※①の研究は、研究の【新規性の項目】について再度具体的に聞き取りを行っている。平成25年度研究 

助成として2課題とも承認していく予定。 

（２）審議事項 なし 

 

４．教育部（奥原理事）＊欠席のため澤口事務局長代読  

（１）報告事項 

１）前回理事会時承認されたSIG団体「作業療法総合研究所」の申請書類回覧（前回未回覧、回覧のみ） 
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２）現職者研修について 9月 28日29日に行われる。現在参加者30名。 

（２）審議事項 

１）部員承認：大塚漓沙（新戸塚病院）⇒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 

 163号を9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報告：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 

内容：体験型ブースの出展（革細工体験）、パンフレット配布 

結果：革細工・パンフレット各２００個以上配布 

②学生向けの企画報告：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 

結果：数名の相談者に看護とリハビリテーションの違い・理学療法と作業療法の違い等の説明 

③学生向けの企画報告：作業療法ガイダンス 

日程：横浜会場 平成25年8月 4日（日）、相模原会場 平成25年8月 11日(日) 

結果：参加者１名だったため個別の施設見学（旭中央総合病院）に変更し、職業紹介・学校生活の紹

介を行った。事前に高校に郵送配布していたが、参加者はいなかった。今回の申込者は北里大学

のオープンキャンパスでの案内によるものであった。会場費のキャンセル料が発生したこともあ

り、今後学生向けの企画を再検討していく。 

④一般県民向けの企画報告：ラジオ 

   日時：8月29日10：20～ 場所：ラジオ日本「峰竜太のミネスタ」番組内『すこやか介護』コーナー 

   内容：リハビリテーション（作業療法）について ＷＦＯＴの告知も行った。 

 ⑤一般県民向けの企画予定：ハローヨコハマ（横浜市中区区民祭り） 

   日時：10月13日 場所：横浜スタジアム 内容：認知機能検査体験・相談ブースの出展 

 ⑥ウェブサイトへの県士会パンフレット・対外広報班ブログ作成 ウェブサイト委員会へ掲載を依頼する。 

⑦広報促進グッズの作製 クリアファイル・エコバックを検討中。 

３）その他 

 ①作業療法啓発ポスターについて 

   3名以上在籍の147施設に送付済み。PDF版の入手については、一般社団法人日本作業療法士協会事務

局 広報部大胡様より回答があり、「写真のみの使用、他の方のホームページ、フェイスブック、ブロ

グ、パンフレット等に協会の許可なく使用される場合があり得るためデータをお渡ししていない」との

こと。神奈川県士会のサイト掲載は困難となった。上記を受け、来年度はすべての施設に郵送するため

に業者委託も視野に入れ、来年度の検討課題とする。 

（２）審議事項 

 １）ニュース編集班より ニュース内容が充実してきたことをうけ、ニュースのページを増やしたい。 

⇒補正予算申請を打診したが、財務の状況から厳しいと判断した。しかし、半期分で執行率が80.9％

であるため、今後はレイアウトを検討していく。次年度に向け、個人送付から施設送付への変更や

印刷会社の検討も行っていく。 

 

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 ※18：15～懇親会を開催予定（会場周辺） 

開会の挨拶：錠内副会長  閉会の挨拶：中西副会長 
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 ２）第１回職場見学会について 

場所：社会福祉法人 湘南愛心会 介護老人保健施設かまくら（老年期領域、学習療法） 

日時：平成25年11月27日（水）13：00～参加費：無料 定員：各10名程度（先着順） 

   ＊精神科領域は詳細を先方と検討中。 

 ３）各種表彰に関する業務 活動実績なし 

 ４）倫理問題に関する業務 

①倫理問題の発生状況 

   総数：2件（7月：2件） 問い合わせ：施設利用者(当事者)：1名 作業療法士養成校学生：1名 

②対応状況報告 

施設利用者：報告書による内容を作成し、ご本人に確認の上、日本作業療法士作協会への上申書を作 

成した。今後日本作業療法士作協会事務局にて事案の審査予定。 

学生：事前に日本作業療法士協会へ匿名で手紙を送付し、その後県士会への報告に至る。7月以降も 

再度の連絡があり、所属の養成校で対応する運びとなった。 

③今後の対応 

以下の対応を原則とする。「倫理問題対策班は神奈川県作業療法士会会員を主たる対象とする」「患 

者・利用者当事者の方に関しては、報告を受け、ご本人に上申の有無を確認する」「養成校学生に関 

しては、基本的に所属養成校への対応で一本化する」。 

④日本作業療法協会より倫理問題対応の確認と今後の連携について 

当士会担当者は理事である吉本氏と部員である勝山氏と秋山氏。日本作業療法士協会事務局の担当

は宮井恵次事務長で一本化する。その際の連絡は、郵便・電子メール・FAX・電話となった。また、倫

理委員会組織の改編が今年度4月に行われ、構成員は業務執行理事（副会長及び常務理事。事務局長

が業務執行理事でない場合は 事務局長も含む）となり、年4回の定例会議のほか必要に応じて会議を

開催することとなった。さらに、倫理問題事案の具体的な処理方法は『日本作業療法士協会ニュース』

第343号（2010年 8月15日発行）p.5-7で公表された内容と変わらないことが確認された。 

 ５）求人・求職の登録および情報提供 (2013年 9月3日現在) 

   新規掲載依頼：51件 変更依頼：10件 削除依頼：3件 問い合わせ（1件）については対応済み。 

（２）審議事項 

 １）新入会員オリエンテーション＆歓迎会について 

理事・役員紹介の資料作成のため、役職、各部の活動内容、・理事・役職者の顔写真とプロフィール

の依頼。歓迎会、懇親会参加について理事MLにて確認する。  

 

７．地域リハビリテーション部（木村理事） 

（１）報告事項 

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）28日（日）出席：木村理事、名古屋事務局次長、金山事務局次長 

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）18日（日） 

出席：研究協力者である木村理事、村仲隼一郎氏（ふれあい平塚ホスピタル） 

   ※研究協力者は生活行為向上マネジメントを使用した2事例を事例登録しなければならない。また、

推進委員（澤口事務局長）は県士会での生活行為向上マネジメントの普及活動をしなければならない。

事務局長を推進委員とし、実務を地域リハ部で担当する。生活行為向上マネジメントの普及に関して、

今年度1～2回の講習会開催を予定していたが、出前講習会を企画している。要望のある施設もしくは

SIG団体などに出向いてミニ講習会を開催予定。また、県士会ニュースで生活行為向上マネジメント

の概要を紹介する他、学術誌からも依頼あり。また昨年度実施した研究事業の成果もあって、横浜市

福祉サービス協会から講師依頼も受けた。 
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 ３）研修会報告 

  ①第3回OT・PSW合同研修会  

   講師：吉田衣美氏（国府台病院Dｒ）、増子徳幸氏（ACT-J NS）、片岡恵美氏（横浜市生活支援センタ

ー西PSW）、松崎美保子氏（訪問看護アットリハOT）、田代誠（曽我病院NS） 

日程：平成25年8月 31日（土） 会場：ウィリング横浜 参加者：48名（内OT27名） 

  ②ＡＬＳ者のコミュニケーション支援講習会 

   講師：中西浩司氏、他地域リハ部員   

日程：平成25年9月 8日（日）会場：ヴェルグよこすか 参加者：33名 

 ４）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） 

  ④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） 

 ５）訪問リハビリテーション協議会について  

   今年度訪問リハ関連の研修会予算に関して，PT士会より全額負担したいという申し出があり、承諾す

る。協議会の規約案を添付。 

（２）審議事項 

 １）「生活行為向上マネジメント」「認知症初期集中支援チーム」「特別支援教育」など協会の重点課題であ

り、かつ社会的に注目を集めている事項に関して、現在問い合わせがしにくい現状がある。ウエブサ

イトなどに窓口を明記してアクセスしやすい状態に整備する必要があるのではないか。⇒具体的な案

を検討する。 

 

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 基礎編開催終了。 

  日程：平成25年 8月4日、9月1日 場所ウィリング横浜 OT参加者：13名 

     現在「上級編」の応募を開始。 

  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 定員6名だがまだ満たしていない。募集中。 

  ③福祉用具相談支援システムについて 

  県士会ニュース9月号に事業内容の記事を掲載済み。 

  ④HCR ふくしの相談コーナー 相談員派遣について 

   委員8名を派遣予定。都士会担当者へ名簿提出済。 

（２）審議事項 なし 

 

9．ウェブサイト管理委員会 

（１）報告事項  

 １）県士会サイトの管理とアクセス件数：アクセス数は前年と比較すると増えているが、8月は8万件だ

った。 

２）原稿依頼：各部・委員のページ更新されていない部署は早めに対応する。 

３）県士会サイトへの記事掲載、メールアドレス・メーリングリストの発行の確認 
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10．学会評議委員会（内山理事） 

（１）報告事項 

 １）第15回神奈川県作業療法学会実行委員会 実行委員会開催 

   日時：平成25年10月11日（金）19：00～ 場所：横浜リハビリテーション専門学校 

（２）検討事項 

１）部員の承認：佐藤淳（七沢リハビリテーション病院）⇒承認  

 

11．企画調整委員会（鈴木理事）＊欠席のため澤口事務局長代読 

（１）報告事項 

 １）次年度からの神奈川県士会中長期計画（案）の策定について 

   OT協会都道府県士会役職者研修会の資料を提示。ＯＴ協会の５カ年計画を回覧。今後はそれらを基に、 

次年度からの神奈川県士会としての中長期計画（案）を検討し策定していく必要がある。 

 

12．代議員制度対策委員会 (錠内理事) 

（１）報告事項 

 １）代議員選挙規定について 

    選挙管理委員会は5名の委員で構成されること、ブロックはAブロック、Bブロックとすること、

代議員会のみ交通費が発生することを確認する。 

代議員の役割として議案の提出が可能であるが、それを検討するための集まりには交通費は発生し

ない。予算を組んでいないため。しかし、今後代議員から提案がされれば、検討していくこともある。     

また、Aブロック、Bブロックの判断は所属先を優先とし、県外に勤務している会員や勤務していな

い会員について自宅で判断することも確認する。 

 

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       20時 50分 

次回の理事会開催日時   平成25年11月14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     福留大輔    印 

 


