
2019 年度 6 月 20 日 理事会議事録

１日時：2019 年 6 月 20 日（木）19：05～21：10

２参加理事：錠内・野々垣・木村・金山・吉本・佐々木・奥原・玖島・野本・遠藤

神田・佐藤範・戸塚・澤口・佐藤・西川・大郷

３欠席理事：神保

４参加監事：田中・鶴見

５その他：出口（広報部ニュース班班長）

６議事録署名人：錠内会長、大郷理事、鶴見監事

７議決事項（議事の経過概要および議決結果）

（１）事務局

１）重点課題

（ア）神奈川県福祉子どもみらい局福祉部「介護従事者の確保に関する事業」「医療

関係事業」の意見募集について

  資料を提示。7 月 10 日までに意見をまとめる。取りまとめは金山事務局長。

  ア）質疑応答

    実現可能性はどこまで求めるのか（澤口）

→県はＰＴ・ＯＴ・ＳＴの三団体での取り組みを求めている。三役や関係部

署と相談のうえ、7 月 20 日ごろ理事 ML にて内容をシェア、県へ提出す

る。

２）審議事項

（ア）神奈川県精神障害者スポーツ大会実行委員について

   前任の川口敬之氏から古賀誠氏（昭和大学保健医療大学作業療法学科）の推

薦あり⇒承認。

（イ）第 18 回ヨコハマ・ヒューマンライフ＆テクノランドに対する後援

   例年後援。⇒今年度も後援で承認。

（ウ）強制退会からの復会

   大竹貴裕氏（横浜新緑総合病院）手続き済⇒承認。

（エ）連絡不明で会費が落とされている会員について

    連絡がとれずに会費が引き落とされている方が 23 名いる。昨年度ウェブ上で

郵送物が届いていなければ事務局に連絡してほしいと案内を出したが反応は

なかった。氏名を理事間でシェアする。

⇒知りあいがいる場合は事務局に 7 月末までに連絡。8 月の理事会で連絡が

とれない会員の対応について検討する。

（オ）部員の承認⇒承認

   本日の時点で会費の納入がされていない部員候補は、会費の確認ができた後

に理事会承認とする。

理事の兼任についてオブザーバーいう名称とするが、実質的には部員・委員

と同様の業務となるため名称の在り方については検討していく。また、部員



の条件について明記されていないので検討していく。

福留大輔氏 イムス横浜狩場脳神経外科病院

山口悠里氏 金沢病院

横山早紀氏 イムス横浜狩場脳神経外科病院

池田公平氏 神奈川県立保健福祉大学

宮沢優氏 イムス横浜狩場脳神経外科病院

岩切七彦氏 新戸塚病院

明立早香氏 新戸塚病院

森田満恵氏 横浜市立みなと赤十字病院

榎本光彦氏 新戸塚病院

鎌田快予氏 専従

松村啓子氏 専従

武内千秋氏 専従

３）報告事項

（ア）OT 協会

ア）臨床実習指導者講習会マニュアル等の配信とアンケートについて

    奥原理事とシェアし、アンケートも奥原理事が対応済。

イ）国際部 国際交流動向に関する実態調査依頼 6 月 30 日まで 事務局で対応

ウ）制度対策部 障害保健福祉対策委員会 就労支援に関する士会活動アンケート

調査について ７月 5 日まで

エ）協会および士会宛の不審文書について

   協会と全国の士会に同じ名前で手紙が届いている。協会に連絡済。対応も協

会の連絡まち。

オ）作業療法啓発ポスター 300 施設×7 円 例年通りすてっぷななに依頼

＊郵送代広報部負担

カ）役員名簿の変更

会長 中村春基氏（日本作業療法士協会）

    副会長 香山明美氏（東北文化学園大学）宮口英樹氏（広島大学）

山本伸一氏（山梨リハ病院）

   ＊理事は 6 月の理事会で決定予定

キ）宮城県士会役員改選 会長 大黒一司氏（東北文化学院大学）

ク）栃木県士会役員改選 会長 仲田和恵氏（上都賀総合病院精神科デイケア）

    事務所移転 新上三川病院 リハビリテーション科 作業療法

ケ）講習会参加者 協会から直接受講連絡あり

    6 月 29・30 日 鳥取 野々垣副会長

    7 月 13・14 日 東京 神保理事

    9 月 28・29 日 群馬 金山

    12 月 21・22 日 沖縄 野本理事

コ）第 11 回日本下肢救済足病学会 OT シンポジウム周知

6 月 28・29 日 神戸ポートピアホテル・神戸国際会議場

サ）児童福祉領域における作業療法意見交換会 7 月 14・15 日 北九州市

シ）第 11 回障害保健福祉領域における作業療法(士)の役割に関する意見交換会

「就労支援 OT カンファレンス in 大阪」7 月 20 日 大阪保健医療大学 2 号館

ス）地域ケア会議および介護予防・日常生活支援総合事業に関する人材育成研修

会 遠藤理事・渋江部員が出席予定



（イ）行政

ア）厚生労働省老人保健課 有毒植物の誤食による食中毒防止の徹底について

イ）厚労相医政局地域医療計画課 人生会議（ACP）のロゴマークの選定につい

て周知

ウ）「旧優生保護法に基づく手術等を受けた者対する一時金の支給等に関する法

律」の施行について周知

エ）厚労相 民法の一部を改正する法律の施行に関する周知について

オ）厚生労働省老健局老人保健課 高齢者の医薬品適正使用の指針について

カ）厚生労働省老健局老人保健課 医療事故の再発防止に向けた提言について

キ）厚生労働省老健局老人保健課 プレミアム付商品券の取扱い事業者となる上

での留意点について

ク）神奈川県身体障害者連合会 スポーツ大会 周知依頼

ケ）理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン等の改正に関する Q＆A の

改訂について

コ）逗子市高齢介護課 地域ケア個別会議参加協力依頼

吉本理事・黒木 裕介氏（葉山ハートケアセンター）

サ）川崎市地域リハビリテーション体制検討プロジェクトについて

6 月 12 日金山参加

シ）横須賀市高齢福祉課 リハ専門職派遣連絡会開催に関する横須賀三浦地区の

施設会員の所属施設宛名シールの供与の依頼について

昨年も依頼あり、施設ラベルを渡し済。

（ウ）関係団体

ア）三団体協議会 医師会との事業のため地域ごとの OT 人数を報告済。

イ）第 10 回 訪問リハ・地域リーダー会議

4 月 27・28 日遠藤理事と佐藤部員参加。

ウ）神奈川県リハビリテーション協議会の委員の推薦について

木村副会長で継続。

エ）PT 士会 「私のリハビリ手帳」作成に関する協力依頼 遠藤理事で連絡済。

オ）神奈川県病院協会 懇談会 6/19 17：30～横浜ベイシェラトン

野々垣副会長出席

カ）神奈川県病院協会 第 2 回学術委員会 7/29 会長出席予定

キ）神奈川県病院医療関係団体連絡協議会・懇親会 会長参加 ¥5,400 渉外費

ク）神奈川県病院薬剤師会役員改選 会長 金田光正氏

ケ）医療職連合会総会 6 月 19 日（水）18：30～20：00 かながわ労働プラザ

医療職連合会での今年度当会代議員は以下の理事。

澤口理事・吉本理事・佐藤良枝理事・佐々木理事・玖島理事・神保理事・

大郷理事・野々垣理事・戸塚理事・奥原理事・遠藤理事・西川理事

理事は錠内会長、木村副会長、金山事務局長の 3 名。

コ）リハビリフェスタ 2019 事業報告あり

（エ）事務局

ア）新理事・監事の名簿 連絡済

イ）ファイルメーカーの見積もり (株)ともクリエーションズ

5/22（水）打ち合わせ 事務局で依頼したい内容をすべて網羅すると 70 万程

度かかる。今年度 40 万で予算を組んでいるので何を優先するか相談中。

ウ）6 月 16 日新入会会員オリエンテーション&会員交流会について



この時だけ当日入会を実施している。今回事務局の協力が難しく福利部で対

応いただくことになった。

エ）新理事オリエンテーション 4/16 実施

オ）銀行口座の新規口座開設について

会長の協力のもと口座の整理にむけ新規口座を開く予定

カ）事務所の契約更新について

契約期間は平成 30 年 10 月 7 日～令和 2 年 10 月 6 日の 2 年間であったが、

先方の連絡が遅くなり今月支払うこととなった。更新料 108,000 円。

キ）事務局員 就労規則説明会

6 月 5 日に野々垣副会長、金山事務局長で対応。質問なく契約に入る。

ク）淺井憲義名誉会員ご逝去 会長・木村副会長が葬儀に出席。献花した。

ケ）2019 年度事務局計画案

・研修会検討会の開催

・研修会開催部門のオリエンテーション（教育部とも相談）

・後援に関する規約の整備（規約と相談）

・表彰に関する連携（福利部と相談）

・理事会運営の効率化

・事務局専従の勤務環境の整備

（２）財務部

１）重点課題

（ア）財務部 会計説明会の開催について

    マニュアルを大幅に改定中。必ず出席するのは全部署会計担当者もしくは

代行者、新理事、監事。三役も含めて再任の理事もできるだけ参加する。

日程：7 月 5 日(金)19～20 時・7 月 7 日(日)10～11 時

7 月 13 日(土)14～15 時・7 月 18 日(木)19～20 時

  場所：県士会事務局

  ア）質疑応答

    理事と会計係りは同一日に参加するのか（奥原）

    →別日でも構わない。

（イ）会計担当者の連絡先一覧の作成

    今期の担当者の一覧表を作成する。決まったら吉本理事に連絡。

２）審議事項

（ア）部員の承認⇒承認

黒木裕介氏     葉山ハートセンター

鈴木啓太氏     介護老人保健施設 かまくら

斉田浩彰氏 湘南鎌倉総合病院

３）報告事項

（ア）通帳とカードの引き渡し

    初回理事会での手渡し(基本)は従来より継続。郵送希望のある部署を募り、2
部署簡易書留にて対応。表記の間違い、暗証番号があるか確認。

（イ）会計監査マニュアルの改訂更新

  内容の整理、加筆、修正等を実施。改定マニュアルを今月中に理事 ML で送

信する。



（３）学術部

１）重点課題 なし

２）審議事項

（ア）2018 年度神奈川作業療法研究の発送に関して

    3 月の理事会で学術誌が遅れており、4 月上旬に発送予定と報告したが、郵送

代の捻出先について不明確なまま発送されてしまった。すでに郵送代（2200 名

分約 48 万円）が捻出されており、補正予算を組み、対応することが提案され

た。

ア）質疑応答

補正予算の使い方について、三役会で検討し申請書を作成、理事会で審議す

ることとし、会計マニュアルにも反映していく。（吉本）

勘定項目が超えたら申請するのか（奥原）

→部署内でのやりとりは基本構わない。今回は昨年度ニュースに同封する予

定の計上項目であり、学術誌のみで送付することを想定していなかったた

め補正予算を依頼した。（吉本）

6 月のニュースに同封してもよかったのでは。（澤口）

→編集委員が変更になり初めての刊行であり、4 月に間に合わせなければとい

う強い想いがあった。学術部内のコミュニケーション不足もあった。（佐々

木）

⇒関係部署間のコミュニケーション不足もあり、防ぎようも他の対策もあっ

たことを確認。他のことでも起こりうることなのでコミュニケーションを

とっていくとともに、三役に相談する。承認

（イ）部員の承認⇒承認

ア）スキルアップ研修会

林慎也氏     えびな脳神経外科

川端遼磨氏 イムス横浜狩場脳神経外科病院

田中秀和氏 自宅会員

井上那築氏 済生会東神奈川リハビリテーション病院

佐藤慶一氏 横須賀市立うわまち病院

鈴木恵利香氏 北里大学東病院

梶原真樹氏 新横浜リハビリテーション病院

川口敬之氏 北里大学医療衛生学部

江川純香氏 国府津病院

齋藤梢氏 指定訪問看護アットリハ新城

イ）研究助成事業

石川哲也氏 済生会神奈川県病院

佐々木洋子氏 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

宮崎道輝氏 北里大学病院リハビリテーション部

ウ）学術誌編集部

幅田智也氏（編集長） 北里大学医療衛生学部

渡部喬之氏     昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

リハビリテーションセンター

迫田裕司氏 田名老人保健施設 光生

嘉部匡朗氏 昭和大学横浜市北部病院

青木啓一郎氏 昭和大学保健医療学部作業療法学科



内堀謙吾氏 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

リハビリテーションセンター

３）報告事項

（ア）スキルアップ研修事業（講習会，今年度予定分）

ア）急性期、回復期、生活期における活動・参加に焦点を当てた作業療法士の視

点

講師：石川哲也氏（作業療法士・済生会神奈川県病院）

場所：イムス横浜国際看護専門学校

開催日：2019 年 6 月 16 日 (日) 10:00~12:00
参加数：77 名(終了）（新会員入会 41 名）

イ）上肢の触り方（実技）

講師：坂本安令氏（作業療法士・横浜市立大学附属市民総合医療センター）

場所：未定

開催日：2019 年 8 月未定

参加数：40 名（予定）

  ウ）小児の関わり方

講師：米持喬氏（作業療法士・大阪発達総合療育センター）

場所：イムス横浜国際看護専門学校

開催日：2019 年 9 月 29 日 (日)
参加数：20 名（予定）

  エ）OBP と臨床感について（シンポジウム）

講師：竹林崇氏（作業療法士・大阪府立大学）

      澤田辰徳氏（作業療法士・東京工科大学）

      友利幸之介氏（作業療法士・東京工科大学）

      高橋香代子氏（作業療法士・北里大学）

場所：北里大学

開催日：2019 年 11 月 2 日 (土)10:00~15:30
参加数：180 名（予定）

  オ）リハ機器

講師：福留大輔氏（作業療法士・イムス横浜狩場脳神経外科病院）

場所：未定

開催日：2020 年 2 月未定

参加数：50 名（予定）

  カ）脳血管疾患の脳画像と臨床症状について（仮）

講師：渡部喬之氏（作業療法士・昭和大学藤が丘リハビリテーション病院）

場所：イムス横浜国際看護専門学校

開催日：2019 年 10 月 20 日

参加数：50 名（予定）

  キ）統合失調症薬物療法ガイドライン（仮）

講師：未定

場所：未定

開催日：2020 年 1 月 11 日 未定

参加数：30 名（予定）

  ク）WRAP について（仮）

講師：未定



場所：未定

開催日：2019 年 調整中 10 月 or11 月

参加数：30 名（予定）

（イ）身障・精神・多部署共催企画

  ア）OBP2.0 と CAOD の実践について（仮）

講師：寺岡睦氏（作業療法士・吉備国際医療大学）

場所：北里大学 IPE ホール

開催日：2019 年 調整中 11 月 2 日

参加数：200 名（予定）

（４）教育部

１）重点課題

（ア）生涯教育制度ポイントシールの配布について

事務局へ研修会予定ファイルにて依頼、当日配布する。

    運営のお手伝いポイントは絶対に配布しない。協会に手続きしてもカウント

されず、配布した県士会にも厳重注意がなされる。

配布する場合には参加ポイントとして参加者名簿に登録する。参加者名簿の

提出時無料と明記が必要。

部員は年間最大 2 ポイント、当日のみの運営委員は 1 ポインの県士会裁量ポ

イントが本人の県士会への申請によって（要公文書コピー）押印にて配布さ

れる。公文書発送時に案内を同封している。

参加ポイント：90 分以上一日まで；2 ポイント、二日以上；4 ポイント

発表や講師ポイント：発表加算、講師加算が 2 ポイント。ただし、その際参

加ポイントは発生しないが、参加費を支払った場合（学会等）には参加ポイ

ントに加えて加算ポイントが付与される。

（イ）研修会のバーコード受付について

    研修会当日の受付時、バーコード受付の試行のため今後の研修会広報時に研

修受講カードの持参を記載する。

受付時教育部員が受付時のみ同席して読み込みをすることがあるので、2 人分

の席を用意する。バーコード受付の部員予定調整のため、研修会開催予定が

決まったら、早急に奥原理事にて日時、受付開示、場所を知らせる。

申込者氏名に会員番号と読み仮名をカタカナで記載する。フォーマットも修

正する。

来年度からは無料の部員参加もバーコード入力が必要になる。

パソコンのやりとり、バーコードの読み取り、移動方法も検討する必要あ

り。バーコードリーダーについては購入も検討している。

    ⇒研修日程については理事全体でシェアするため理事ＭＬにて報告する。

    ⇒研修会マニュアルも修正を行っていく。

２）審議事項

（ア）部員の承認⇒承認

本藤広美氏 湘南慶育訪問看護ステーション

福田舞氏  藤沢病院

大場文氏    介護老人保健施設 アゼリア

石井有希氏 横浜リハビリテーション専門学校

金子康氏    介護老人保健施設 湘南わかば苑



藤原康子氏 県央地域就労援助センター ぽむ

木村亮太氏 磯子中央病院

荒井裕大氏      介護老人保健施設 希望の森

関口直也氏 けいゆう病院

高林剛氏 仁和会総合病院

金木貴芳氏 自宅

磯貝優花氏 国府津病院

川本ひかり氏 日向台病院

山本真理子氏   横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

介護老人保健施設 コスモス

鈴木香苗氏            関東病院

杉村直哉氏 神奈川県立保健福祉大学

平本悠佑氏 横浜舞岡病院

湯浅信孝氏         国立病院機構 神奈川病院

３）報告事項

（ア）研修会予定

検討中。臨床実習指導者講習会は国際医療福祉大学の藤本学科長と県内協議

会について打ち合わせを行う。6 月 30 日開催予定。その内容を踏まえて研修

会日程を周知していく。

    

（５）広報部

１）重点課題 なし

２）審議事項

（ア）部員の承認⇒承認

出口弦舞氏（ニュース班班長）

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

丸岡ちひろ氏    済生会横浜市東部病院

山岡洸氏    湘南慶育病院

松井洋鷹氏            渕野辺総合病院

佐藤愛氏    新戸塚病院

安田優子氏    横浜旭中央総合病院

清野由香里氏（対外広報班班長）

えびな脳神経外科

佐藤隼氏（副班長）  さがみリハビリテーション病院

水野友和氏（副班長）  江田記念病院

久保田友佳氏（会計） 横浜新都市脳神経外科病院

有田健吾氏（会計）  横浜新都市脳神経外科病院

原萌夏氏       横浜新都市脳神経外科病院

松本佳代子氏     さがみリハビリテーション病院

額谷文太氏      さがみリハビリテーション病院

天野沙織氏      さがみリハビリテーション病院

花形真氏       介護老人保健施設 相模原ロイヤルケアセンター

矢野智恵美氏     えびな脳神経外科

福島ひとみ氏    株式会社スタートライン -
丸井智子氏      佐藤病院



３）報告事項

（ア）ニュース班

  ア）ニュースの発行について

    今年度も年 6 回発行を実施。

会員増加で予算が不足気味。カラーを取りやめ低予算化する号も必要。

6 月発行号では総会報告、新入会員向けの案内も掲載予定。

8 月号以降も利用し新理事紹介等行う。

イ）部員について

年度の中途でも新部員を申請する可能性あり。

（イ）対外広報班

ア）県士会パンフレットについて

昨年度作成準備した県士会パンフレットが完成。事務局に段ボール 3 箱分

（1200 部）を保管。

イ）相模原地区 市民祭（わかばまつり）でのブース出展報告

   日時：2019 年 5 月 11 日 12 日 10：00～17：00
   内容：自助具作成体験（ボタンエイド）・自助具展示・パンフレット配布

   結果：パンフレット配布 100 部・自助具作成体験 60 個

       小学生から高齢者まで多くのブース来場者へ作業療法・リハビリテー

ション・自助具について説明した。

ウ）ヨコハマヒューマンテクノランドへブース出展予定

   日時：7 月

   活動計画：作業療法に関するアンケート・作業活動体験を通しての作業療法

に関する説明・自助具相談・介護相談等

（６）福利部

１）重点課題 なし

２）審議事項

（ア）部員の承認⇒承認

畠中佳代子氏            藤沢市民病院

田中達也氏     横浜なみきリハビリテーション病院

荻野祥代氏              横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

須﨑可奈子氏      横浜旭中央総合病院

３）報告事項

（ア）新入会員オリエンテーションについて

6 月 16 日(日)IMS 横浜国際看護専門学校で新入会員オリエンテーションを開

催。参加者 56 名(理事・部員含めて 72 名)。17 名当日入会あり。

（イ）県士会表彰について

5 月 19 日の社員総会にて表彰式を開催。当日欠席された受賞者へは、後日賞

状と記念品を送付。

（ウ）求人関連(2019.4.1～2019.6.18)
ア）新規掲載：21 件

イ）変更依頼：4 件

ウ）削除依頼：7 件

（７）地域リハビリテーション部



１）重点課題 なし

２）審議事項

（ア）部員の承認⇒承認

渋江拓郎氏            えびな脳神経外科

早川大貴氏            ふれあい鶴見ホスピタル

山崎純一氏        リーフスタイル

宍戸真帆氏        なのはな訪問看護リハビリステーション

重森七美氏        介護老人保健施設  ハートケア湘南・芦名

森木勇一郎氏        介護老人保健施設 都筑シニアセンター

佐藤夢莉耶氏        茅ヶ崎新北陵病院

小椋瑛里氏        桜ヶ丘中央病院

札野優氏        桜ヶ丘中央病院

足立恵美氏        鶴巻温泉病院

及川明穂氏        鶴巻温泉病院

佐藤麻裕子氏        鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院

坂内大祐氏        介護老人保健施設 和光の園

佐藤隼氏       さがみリハビリテーション病院

３）研修会について

（ア）研修会企画

ア）多職種精神保健セミナー

     開催日：2019 年 9 月 28 日（土） 会場：横浜市総合保健医療センター

イ）特別支援教育など講習会

  開催日：未定 会場：未定

ウ）地域リハ人材育成研修会（介護予防編）

  開催日：未定 会場：未定

   エ）地域リハ人材育成研修会（地域ケア会議編）

  開催日：未定 会場：未定

   オ）地域包括ケアシステム三団体合同研修会

  開催日：未定 会場：未定

エ）難病リハビリテーション講習会 2019
     開催日：未定 会場：未定

（イ）神奈川県地域リハビリテーション三団体協議会の報告

ア）訪問リハビリテーション初任者研修報告

開催日：2019 年 6 月 2 日（日）

    全体で 71 名参加。OT の参加は少なかった

イ）訪問リハビリテーション実務者研修

開催日：2019 年 7 月 6 日（土）7 日（日）

ウ）訪問リハビリテーション学術集会

  開催日：2020 年 1 月 18 日（土）

（ウ）介護予防普及展開事業アドバイザー

  地域ケア会議の県アドバイザー業務。県アドバイザーとして遠藤理事が継続。

（エ）その他

ア）藤沢市地域ケア会議のリハ専門職派遣、参加依頼

遠藤理事が依頼継続。

イ）訪問リハビリ財団主催の地域リーダー会議



   遠藤理事、佐藤準部員で参加。

ウ）地域ケア会議および介護予防・日常生活支援総合事業に関する人材育成研修会

    開催日：2019 年 8 月 3 日（土）～4 日（日）遠藤理事、渋江部員で参加予定。

（８）制度対策部

１）重点課題 なし

２）審議事項

（ア）部員の承認⇒承認

沼田一恵氏            自宅会員

金原衣理子氏     イムス横浜狩場脳神経外科病院

秋枝舞氏       イムス横浜狩場脳神経外科病院

千葉利奈氏      イムス横浜狩場脳神経外科病院

木村亮介氏      リハリゾートわかたけ

神保匡良氏      茅ヶ崎リハビリテーション専門学校

宮田和典氏      横浜なみきリハビリテーション病院

加藤結花里氏     介護老人保健施設リハセンターさわやか

鎌田博之氏      横浜なみきリハビリテーション病院

髙吉亮平氏      東名厚木病院

井上里菜氏      イムス横浜狩場脳神経外科病院

川辺均氏       茅ケ崎新北稜病院

田畑雄吉氏      自宅会員

長井美奈子氏     横浜市総合リハビリテーションセンター

山崎あゆみ氏     株式会社モノウェルビーイング

西則彦氏       横浜市リハビリテーションセンター

渡邉隼人氏      さがみリハビリテーション病院

渡辺謙斗氏      横浜なみきリハビリテーション病院

山根剛氏       茅ヶ崎リハビリテーション専門学校

奥村容子氏      国府津病院

前田智恵子氏     神奈川県立相模原中央支援学校

岸貴雅氏       藤沢病院

３）報告事項

（ア）福祉用具班

ア）「明日から使える環境スキル」研修

会場はすべてウィリング横浜。各回定員 10 名。

第 1 回「住宅改修」6/2(日)
第 2 回「シーティング」8/3(土)
第 3 回「移動」9/14(土)  

第 4 回「移乗」11/3(日)
第 5 回「嚥下 コミュニケーション」12/7(土)

   悪天時等での突然の中止などに関しては、ブログなど SNS を活用する予定。

（９）規約委員会

１）重点課題 なし

２）審議事項

（ア）部員の承認⇒承認



生出太郎氏            鶴巻温泉病院

名古屋和茂氏     横浜 YMCA 学院専門学校

３）報告事項

（ア）謝金規定の改正確認

  内容については 4 月の理事会で承認されているが、修正した別表「謝金支払

基準」を確認。総会で承認された規約の修正も含め定款・規約集を今後シェ

アする。

（１０）ウェブサイト管理委員会

１）重点課題 なし

２）審議事項

（ア）部員の承認⇒承認

作田浩行氏            昭和大学保健医療学部作業療法学科

福嶋祐子氏      汐田総合病院

甲本夏穂氏      国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

浅井翔伍氏      新戸塚病院

清水拓人氏      鶴巻温泉病院

百瀬あずさ氏     福井記念病院

（イ）レンタルサーバーについて

    2 社の提案があるが、他のレンタルサーバーも含めてもう数社の見積もりを

とってもらう。ウェブサイト代については事務局の通信運搬代として計上し

ている。今回の提案内でも最大で 50 万ほどかかるが予算計上を上回るため、

財務から事務局積立の使用についても提案される。当会にとってウェブサイ

トは重要な存在であるため見積もりが出次第、ML またはウェブ会議で検討

する。遅くても 8 月の理事会で決定する。

３）報告事項

（ア）各部署のページの更新（2019 年度版への書き換え）依頼

活動内容の紹介・2019 年度活動計画・構成部員・委員・部長・委員長からの

ひと言について 2019 年 6 月末までに更新する。

（イ）「県士会長のあいさつ」のページの書き換えについて

本文（500～1000 文字程度）と顔写真を必要に応じて更新する。

（ウ）一年の流れの提案

ア）県士会サイトの広報(県士会ニュースでのウェブサイト通信の掲載など)
担当者を設けて定期的な発信を試みる。担当者や発信内容に関しては検討を

行う必要がある。

  イ）県士会サイトの企画・管理・運営

レンタルサーバー変更に伴う移動、準備、稼働を行い、現在のウェブサイト

閲覧よりも円滑な運用を図る。

  ウ）エリア化に向けウェブサイト内に新コンテンツの設置

新規にサイト内にコンテンツを作成し、エリア化推進委員会の運用をサポー

トしていく。

  エ）メーリングリスト、Twitter、Facebook の管理・運営

現在のメーリングリスト、Twitter、Facebook の運用の住み分けを明確に

し、対象者にとって必要な情報提供を強化する。並行して、県士会ニュース

でも宣伝を継続する。



（エ）2020 年度の事業計画案

ア）新たなサーバー運用の安定化を図る

2019 年に新たに利用したサーバーの安定した運用を図る。新たなサーバーで

のメリットを生かした運用やセキュリティーの安全、サイト構成など円滑か

つ安全な運営を行う。

  イ）エリア化推進に関するコンテンツの充実

2019 年度の進捗に加え、エリア化の情報発信の強化。ウェブサイトを通じた

発信の強化。

  ウ）地域に密着した作業療法に沿った運用

作業療法の啓発にウェブサイトを通じた発信を検討する。

（１１）学会評議委員会

１）重点課題

（ア）第 4 回神奈川県臨床作業療法大会について

日程：2020 年 12 月 12 日（土）

    会場：関内新井ホール（仮予約済み。2019 年 7 月に本予約の必要あり。）

大会長：錠内会長

テーマ：未定。これから大会長と検討していく。

    枠組み：未定。いくつか提案されたが、実行委員会で検討することとなる。

    実行委員の選出：学会と臨床大会との差別化、マニュアル作成のため、実行

委員を理事で担っていく。木村・金山・野本・遠藤・神田・佐藤範・澤

口・佐藤良・西川各理事が担当。

２）審議事項

（ア）部員の選出⇒承認

   学会および臨床大会の安定的な運営のために、それぞれの大会毎に部員をふ

りわけてマニュアル作成の検討をしており、部員の増員を行っていく。ま

た、学会の企画にあたって学術部および教育部との連携が望まれるため、両

理事はオブザーバーとして協力していく。

内山博之氏            横浜リハビリテーション専門学校

小林千裕氏      介護老人福祉施設 千の風川崎

濱口陽介氏      川崎市北部リハビリテーションセンター

百合丘障害者センター 在宅支援室

荻野祥代氏      横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

岩切実帆子氏     自宅会員（中野区療育センター ゆめなりあ）

永易美香氏      川崎市中央療育センター

加藤直樹氏      横浜医療福祉センター港南

松井亜沙美氏     北里大学病院リハビリテーション部

林慎也氏       えびな脳神経外科

一木愛子氏      神奈川県総合リハビリテーション事業団

地域リハビリテーション支援センター

對間泰雄氏      神奈川リハビリテーション病院

前場洋祐氏      北里大学医療衛生学部

佐々木秀一理事    オブザーバー

奥原孝幸理事     オブザーバー

３）報告事項 なし



（１２）公益法人化対策委員会

１）重点課題 なし

２）審議事項

（ア）部員の承認⇒承認

    村越妙美氏            介護老人保健施設 樹の丘

３）報告事項

（ア）今年度の事業計画

ア）公益化に向けたロードマップ案

昨年度の決算より「公益事業比の比率計算」等を行い、公益化に向けて具体

的に検討する。

イ）当会における考えられる公益事業の一案について

当委員会主催で県士会の事業費を使用せず公費（助成金など公募のもの）を

使用した単発の公益事業を開催し、県士会内における「公益事業」増の機運

を高める。モデルづくり。

ウ）啓蒙啓発活動について

県士会ニュースに「公益化への道（仮タイトル）」コーナーを作り、まずは

会員に対し、「公益とは何か」のから始動する。公益化を学習する中で、エリ

ア化事業の内容ともやがてはリンクまたはコラボを想定している。

エ）会議開催

公益準備会議として財務部・規約委員会・福利部・事務局とともに年４回程

度予定。

   公益化するうえで規約等との調整や事業費を増やす施策の検討や事業費を増

やすために、賛助会員を募り管理する係を財務部等と協同でできないか等を

検討予定。

（１３）生活行為向上マネジメント推進委員会

１）重点課題 なし

２）審議事項

（ア）部員の承認⇒承認

渡邉隼人氏            さがみリハビリテーション病院

村仲隼一郎氏     茅ヶ崎リハビリテーション専門学校

３）報告事項

（ア）研修会予定

ア）基礎研修会 2019 年 9 月 7 日（土）横浜リハビリテーション専門学校

イ）基礎研修会 2019 年 11 月 16 日（土）横浜リハビリテーション専門学校

（イ）症例発表

    昨年度同様に適宜実施予定。

（ウ）MTDLP 士会連携推進会議

今年度から旅費は士会負担となり、委員会から旅費を捻出する。今年は新大

阪が会場。木村理事が参加予定。

（１４）認知症対策委員会

１）重点課題 なし

２）審議事項



（ア）部員の承認⇒承認

杉本尚久氏            前田整形外科・内科クリニック

新山祐貴氏      小田原市立病院

片切深央氏      介護老人保健施設 大磯幸寿苑

小室容子氏      鶴巻温泉病院

椎野光優氏      介護老人保健施設 グレースヒル・湘南

小澤隆氏       ケアーズ小田原堀之内

訪問看護リハビリステーション

足立雄介氏      間中病院

山口拓也氏      鶴巻温泉病院

杉田謙太郎氏     真鶴町国民健康保険診療所

弘中優子氏      鶴巻温泉病院

３）報告事項

（ア）県西地区多職種連携「認知症をにんちしよう会」フォーラム開催

    開催日：2019 年 6 月 23 日（日） 委員 2 名派遣。

（イ）「認知症研修会」開催

    開催日：2019 年 6 月 30 日（日） 会場：横浜リハビリテーション専門学校

   委員 5 名派遣。

（ウ）研修会受付システムエラーについて

   研修会に登録されていたが自動送信メールが届かなかったという問い合わせ

が事務局にあり、受講者全員にメール連絡したところ、約 1 割の方（7 件）

のエラー表示や登録ミスがあったことが判明した。

⇒対応として「返信メールがなければ連絡」という一文を入れることや状況

によっては受講者に連絡をとることも必要かという提案がなされ、研修会マ

ニュアルに反映させていく。迷惑メールフォルダも確認してもらうことも記

載していくか。

（１５）地域包括ケアシステム推進委員会

１）重点課題 なし

２）審議事項

（ア）部員の承認⇒承認

    全理事の大郷理事がオブザーバーとして参加する。

川上新氏            済生会神奈川県病院

木下剛氏      湘南慶育病院

片岡直人氏     湘南慶育病院

山岡洸氏      湘南慶育病院

池嶋孝二氏     ほほえみ訪問看護リハビリステーション

中井琢哉氏     北里大学東病院

吉田倫子氏     国際親善総合病院

大郷和成理事    オブザーバー

３）報告事項

（ア）横浜市との事業検討会

  日時：2019 年 6 月 10 日(月)19:00～20:00
参加者：西川、大郷理事

（イ）地域リハビリテーション活動支援事業セミナーの中止



  2019 年 5 月 22 日に開催予定であったが申し込みが 1 名であったため中止と

した。事業セミナーは職場単位でも受け付けているので活用してもらえるよ

う周知する。

（１６）エリア化推進委員会

１）重点課題 なし

２）審議事項

（ア）部員の承認⇒承認

    理事 5 名が昨年度より引き続き協力していく。理事の兼任についてオブザ

ーバーという名称で統一するよう三役より依頼したが、エリア化推進委員

会は当会の重点事項であり、委員に理事がいることが対外的なアピールに

もなるため委員とする。

    渡村卓也氏            遊びリパーク リノア

澤口勇理事

佐藤良枝理事

神保武則理事

遠藤陵晃理事

吉本雅一理事

金山桂理事

３）報告事項

（ア）会員交流会について

8 月以降で開催を検討していく。

８渉外報告

（１）神奈川県医療専門職連合会総会

錠内会長・木村副会長・佐々木理事・大郷理事・戸塚理事・金山理事

野本理事・神田理事・佐藤範理事が参加。

   大郷理事より事業も実行されておらず、繰越金が多くなっている。お金の使い方

について医療職連合会の定例会で発言してほしいと提案がある。

   法人格をとるためにお金を貯めていたことや政治的に意見をいうために６団体

で集まり始めた経緯を会長・澤口理事より説明。ただ、現在６団体で活動する意

味はあるのかという意見もある一方で、公益費として計上することもできるため

今後も検討していく。

（２）神奈川県病院医療菅家団体連絡協議会 錠内会長参加

（３）介護予防のための地域ケア個別会議 吉本理事・黒木祐介氏参加

（４）振興財団訪問リハビリ振興財団第 10 回訪問リハ・地域リーダー会議

   遠藤理事・佐藤隼氏参加

（５）医療専門職連合会定例理事会 錠内会長・金山理事参加

（６）第 1 回地域リハビリテーション体制検討プロジェクト（川崎市）金山理事参加

（７）公益社団法人神奈川県病院協会第 94 回定期総会後懇親会 野々垣副会長参加

（８）第 3 回認知症フェスタについて

検討委員会に代表して奥原理事が参加。今年度については当士会から小河原氏

と奥原理事を派遣することとし、次年度は横須賀市より実行委員会への派遣依

頼をもらえる関係つくりをしていく。



９その他

（１）監事より

   臨時の郵送費についてマニュアルに反映してほしい。また会費の引き落としにつ

いては会員に寄り添った検討をお願いしたい。

（２）理事会資料について

   口頭報告ができなかった内容について 1 週間を目途に質問があれば ML で確認

する。

１０ 回覧資料

（１）回覧資料

１）神奈川県病院協会 神奈川県内の病院における「身元保証人等状況調査」につい

て

２）OT 協会「高次脳機能障害を有する運転免許保有者の運転再開に関する調査研究」

について

３）OT 協会「医療提供施設における介護領域の臨床研究に関する調査研究事業」

４）北海道士会 学術誌送付

５）リハビリフェスタ 2019 事業報告

６）神奈川県保健医協会 事業報告書

１１次回三役会 8 月 6 日（火）＊日程変更 19：00～
次回理事会 8 月 22 日（木）19：00～

議事録署名人   議長：   錠内 広之       印

           理事：   大郷 和成       印

           監事：   鶴見 隆彦       印


