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2019年度 8月 21日 理事会 議事録 

 

１日時：2019年 8月 20日（木）19：00～21：28 

 

２場所：神奈川県作業療法士会事務局 

 

３参加理事：錠内・野々垣・木村・金山・佐々木・奥原・神保・玖島・遠藤・野本 

神田・佐藤範・戸塚（WEB参加）・澤口・佐藤良・西川・大郷（17名） 

欠席理事：吉本（1名） 

参加監事：田中（1名） 

欠席監事：鶴見（1名） 

その他：沼田（制度対策部福祉用具班長） 

 

４議事録署名人：錠内会長、佐々木理事、田中監事 

 

５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）組織図の検討について 

臨時三役会（ワーキングチーム）で案を作っていきたいと三役より提案があ

る。次の理事改選時には新しい組織運営を実践していきたい。また、理事と実

務を行う部長・委員長、班長と分けていくことも検討していく。 

⇒9月 11日、10月 2日に開催予定。 

 ２）審議事項 

 （ア）連絡先不明会員について 

    連絡がとれない会員について今年度いっぱいでの退会の提案がされたが会員

権の剥奪となりかねず、現在の定款・規約では対応できない。定款・規約の修

正等が必要となれば総会審議が必要であり、規約委員会とともに再検討する。 

⇒継続審議 

 （イ）臨床実習指導者講習会について 

    教育部の重点課題を参照。教育部の予算に 1 回分の研修会費用を計上したが、

情報が集まりその予算内での遂行が難しいことがわかった。県士会として取り

組む事業であるため事務局積立を使用し事業展開を図りたい。 

    ⇒教育部の予算検討に合わせて再提案する。 

（ウ）後援について 

   「第 23回医療・健康フェスティバル」「ベッドサイド実践講習会」「病院学会」 

    ⇒すべて承認 

 （エ）県士会会員管理システムについて 

    ファイルメーカーのバージョンアップとレイアウトの修正を検討中。予算内で

対応してくれるともクリエーションズに依頼する。⇒承認 

 ３）報告事項 

（ア）ＯＴ協会 

ア）OT協会挨拶状 会長 中村春基氏 会長声明Hp・機関誌で確認を。 

イ）奈良県士会挨拶状 会長 西井正樹氏（白鳳短期大学） 



2 

 

ウ）福井県士会挨拶状 会長 藤波英司氏（有限会社 ハートフルケア） 

エ）群馬県士会挨拶状 会長 新井健五氏（介護老人保健施設 ミドルホーム富岡） 

オ）愛知県士会挨拶状 会長 池之上卓治氏（河原医療大学校） 

カ）香川県士会挨拶状 会長 松本嘉次郎氏（四国医療専門学校） 

キ）埼玉県士会挨拶状 会長 宇田英幸氏（埼玉県立精神保健センター） 

ク）山梨県士会 学術大会周知依頼 12月 1日（日） 

ケ）都道府県士会における障害者スポーツの関わり調査（2019） 事務局回答 

コ）OT協会ポスター 発送済 

カ）第 12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

（障害保健福祉領域 OTカンファレンス in 伊予 2019年 9月 28日（土）周知

依頼  

キ）「みんなの認知症情報学会 第 2回年次大会」2019年 9月 7日(土)・8日(日)  

川崎商工会議所周知依頼 

ク）鹿児島県士会「くらしのあれこれヒント集」送付 

ケ）障害者自立支援機器 シーズ・ニーズマッチング交流会 2019 2020年 2月 12

日（水）～13日（木）TOC有明 4Ｆコンベンションホール 周知依頼 

（イ）行政 

ア）生涯教育推進事業 委託について（神奈川県医療課） 遠藤理事が対応中 

イ）藤沢地区地域ケア会議 遠藤理事が対応中 

ウ）横須賀市認知症フェスタ派遣依頼作成 

エ）逗子市地域ケア会議 吉本理事・黒木氏 

オ）9月 17日開催 県研修会(逗子市地域ケア会議チーム)講師 吉本理事 

（ウ）関係団体 

ア）神奈川県病院協会 挨拶状 会長 新江良一氏 

イ）神奈川県病院協会病院学会  

    日時：10月 16日（水）13－18時 神奈川県立かながわ労働プラザ 

    協力：①会場設営並び誘導係 2名（事務局より） 

    ②一般演題 口述発表座長「高次脳機能障害」「CI療法」野々垣副会長 

ウ）ST士会より「第 4回言語聴覚の日」 2019年 9月 29日対外広報班に依頼 

エ）神奈川県歯科技工士会 挨拶状 会長 河西武嗣氏 

オ）神奈川県歯科衛生士会 挨拶状 会長 打矢純子氏 

カ）神奈川県 PT士会 挨拶状 会長 佐藤史子氏 

キ）神奈川県総合リハビリテーションセンター竣工記念式典並びに神奈川リハビリ

テーション病院記念講演会 9月 8日（日）10－12時 野々垣副会長出席 

ク）神奈川県医療専門職連合会 負担金について 2030 名分の会員負担金と定額

負担金あわせて 253,000円を納付予定 

ケ）神奈川県医療ソーシャルワーカー協会 会長変更 新会長：藤田寛氏 

（エ）その他 

  ア）高 3生 施設見学希望 日本鋼管病院で依頼 

 

（２）財務部 

 １）重点課題 なし 

 ２）審議事項 なし 

 ３）報告事項 
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 （ア）中間監査の予定 

    2019年 10月 14日(月) 14：30～ 神奈川県作業療法士会事務局 

    出席者：監事、副会長、事務局長、事務局員、財務部 

 

（３）学術部 

 １）重点課題 なし 

 ２）審議事項 

（ア）部員の承認 

   西前英樹氏（藤沢病院）、渡邊誠氏（北里大学）⇒承認 

（イ）研究助成事業について 

    3 件の依頼あり。対象者には申請金額を精査し再検討を依頼することにした。

研究Ⅰは 1 件最大 20 万、研究Ⅱは 1 件最大 20 万、募集人数は明記していな

いこともあり、3件を決定する。⇒承認 

 ３）報告事項 

（ア）スキルアップ研修会  

ア）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） 

開催日：2019年 9月 29日 (日) 場所：イムス横浜国際看護専門学校 

参加数：20名（予定） 

  イ）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） 

開催日：2019年 10月 20日（日） 場所：イムス横浜国際看護専門学校 

    参加数：50名（予定） 

  ウ）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・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） 

開催日：2019年 11月 2日 (土)10:00~15:30 場所：北里大学 IPE棟 

    参加数：180名（予定） 

 

（４）教育部 

 １）重点課題 

 （ア）臨床実習指導者講習会について 

    PT士会、全国リハビリテーション学校協会神奈川県連絡校と協議会を開催。 

    PT士会は協議会開催にあたり、規約や会長をたてることが必要とのことで PT

士会に対応依頼中。審議の結果、各士会で開催することが決定。全国リハビリ

テーション学校協会との協力として所属学校での開催は施設代が無料となる。    

参加者 10 人に対し 1 名の世話人が必要なため 100 名定員の講習会で 10 名は

講師が必要。予算計上内では運営が難しいことがわかったため、事務局積立を

使用予定。その謝金や予算について意見交換を行った。 

  ア）意見交換 

    神田；助手という扱いにすれば 1日最大 12,000円までで対応可能。 

    大郷；予算的に厳しい状況の中で積み立てを使う前に各部・委員会が協力する
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ことも必要では。 

    木村；今はお金のやりとりが容易にはできないので事務局積立を利用するとい

う提案。 

    大郷；講師を依頼する際に丸 2日拘束されるにも関わらず最低賃金が保証され

ないのでは誘いにくい。せめて最低賃金で検討してはどうか。 

    佐々木；養成校との連携はどうなっているのか。県士会の負担が大きいのでは。 

    奥原；会場費を無料にすることで協力している。ただし、すべての養成校が全

国リハビリテーション学校協会に入っているわけではないので限られ

るのも事実。また教員派遣にも協力してくれる。 

    会長；学生を育てるだけでなく作業療法士を養成するという認識でいてほしい。 

    奥原；開催日は 1回目 11月 30日・12月 1日、2回目 1月 11日・12日、3回

目 3月 20日・21日を予定している。 

    神田；文言を世話人で統一してほしい。助手規定が適応できる。 

⇒最低賃金は確保する方針で予算を教育部に再検討し、理事会に再提案する。

継続審議 

 ２）審議事項 

（ア）講師謝金の統一について 

   例年 90分 1万円でお願いしていたが新しい謝金規定にあわせる。 

（イ）SIG承認について 

   神奈川県自動車運転と作業療法研究会⇒承認 

（ウ）部員の承認について 

平本悠祐氏（横浜舞岡病院）、加藤実帆子氏（川崎市中央療育センター） 

⇒承認 

 ３）報告事項 

 （ア）バーコード受付について 

    研修会開催情報を理事MLでシェアする。できる範囲で行っていく。 

 

（５）広報部 

 １）重点課題 なし 

 ２）審議事項 なし 

 ３）報告事項 

 （ア）ニュース班 

    今年度も年 6回発行を実施。会員増加で予算が不足気味であるが、シミュレー

ション上はぎりぎり足りる。8月号準備中。 

 （イ）対外広報班 

  ア）ビックレスキュー神奈川 

伊勢原会場のスペースが狭いという問題でブース出展は見送りとなった。 

  イ）言語聴覚の日 inかながわにてブース出展 

    9月 29日（日）横須賀 

  ウ）ハローよこはま 

    10月 13日（日）横浜市中区 

  エ）かわさき介護フェア 

 10月～11月予定 川崎市内(溝の口) 

  オ）介護フェア 
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    10月予定 横浜市西区 

 

（６）福利部 

 １）重点課題 なし 

 ２）審議事項 なし 

 ３）報告事項 

 （ア）求人関連(2019.6.19～2019.8.4) 

新規掲載：26件、変更依頼：4件、削除依頼：4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）部員の承認について 

    増子拓真氏（たすく株式会社）、渡辺圭祐氏（自宅：国際医療福祉大学熱海病

院）⇒承認 

 ３）報告事項 

 （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：1月頃 会場：横浜 YMCA学院専門学校（予定） 

ウ）地域リハ人材育成研修会（介護予防編） 

    開催日：2019年 10月 6日（日）会場：ウィリング横浜 

エ）地域リハ人材育成研修会（地域ケア会議編） 

    開催日：2019年 11月 10日（日）会場：ウィリング横浜 

オ）地域リハ人材育成研修会（総合事業編） 

    開催日：3月頃 会場：未定 

カ）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 

キ）難病リハビリテーション講習会 2019 

      開催日：2月 2日（日）会場：横浜 YMCA学院専門学校 

（イ）神奈川県地域リハビリテーション三団体協議会 

ア）訪問リハビリテーション実務者研修 

2019年 7月 6日（土）・7日（日）全体で 30名参加。 

イ）訪問リハビリテーション学術集会    

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について現状は年度の報告会への参加の

話があり。 

（ウ）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 

     今年度の開催して県士会の会員を中心に協力して頂いている 

  イ）リハビリ手帳（理学療法士会から協力依頼） 

    7 月 19 日に PT 士会事務局へ渋江部員と遠藤理事で参加。ここ 5 年間 PT士会
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単独で動いてきて、県民が活用できていないので OT 士会、ST 士会の協力を得

たいという内容。具体的な協力内容は未定。次回会議未定。 

  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 

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

OT 協会の地域包括システム推進委員会は今年度で終了予定。協会で地域包括 

ケアシステムの手引きを作成。HP からダウンロードできるので活用、行政へ配

布してほしいとのこと。協力依頼として、県士会で各市町村の行政への窓口を作

るように動いてほしいこと、総合事業などで自立を資するマネジメントをできる

作業療法士の人材育成を行っていってほしいこと、協会の研修会を参考にして各

県士会の研修会を行ってほしいとのこと。全国の県士会をブロック化し地域事業

の人材育成が出来ているか協会として管理、共有していくとのこと。研修会の内

容としては、運転、認知の委員会と協働した研修会内容が取り入れられていた。 

 

（８）制度対策部 

 １）重点課題 なし 

 ２）審議事項 

 （ア）福祉用具班 生活行為工夫モデル事業について 

事例集が完成。理事へ配布し、沼田班長から報告がある。活用報告してほしい

との依頼。ニュースの 9月号に事業説明のチラシが入る予定。部・委員会と協

同していきたいので依頼を理事 ML に流し、10 月～1 カ月程度で情報を集め

る。OT協会のHPで会員は閲覧が可能。 

 ３）報告事項 

（ア）福祉用具班  

  ア）OT協会生活行為工夫モデル事業連絡会議に沼田班長、山崎部員参加。 

イ）生活行為工夫モデル事業説明・ヒアリング 

さがみリハビリテーション病院にて開催。沼田班長。 

ウ）第 2回明日から使える環境調整スキル 

8名参加。 

 エ）認知症対策委員会と次年度研修について 

打ち合わせ中。 

（イ）自動車運転班 

    県警・教習所協会・OT（県士会）での三者協議の場を模索中。 

 県内作業療法士へ向け運転支援の実情調査のためのアンケートの実施準備中。 

（ウ）災害対策班 

  ア）ビッグレスキュー神奈川について 

対外広報班とコラボで出展を計画していたが、今年度は会場スペースの都合で

不参加となった。 

 

（９）規約委員会 

 １）重点課題 なし 

 ２）審議事項 なし 

 ３）報告事項 

 （ア）各部・委員会のマニュアルについて 

実務レベルでのマニュアルの作成が任意となっている。そのため、活動内容や
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マニュアルと定款・規約との差が生じている場面が想定される。また、前任者

が何かしらの理由で引継ぎができなかった場合に新任者が判断に迷うことも

考えられる。しかしながら、新たにマニュアルを作成することは負担が大きく、

早急に進めることは困難であると考え、まずはマニュアルの有無を把握してい

きたい。 

⇒既にマニュアルがある、または新たにマニュアルを作成された部・委員会は

理事MLでシェアする。 

 （イ）個人情報保護規定について 

2017 年 5 月に個人情報保護法が大幅に変更されているが、見直しが図れてい

ない状態にあり、一度専門家に相談をしたいと考えている。専門家に相談する

ため見積もりを依頼中。原案ありでも 10万、原案なしだと 15万程度するので

複数の専門家に依頼する。 

 （ウ）謝金規定に関して 

会計説明会にて質問があり、OT協会に質問した。 

ア）謝金規定には 1時間○円という記載のみしかないため、1時間に満たない場合

どのように処理したら良いか。 

→支給単価 1 時間に端数が生じたときは、30分単位で支給し、30 分に満たな

いときは 15分未満は切り下げ、15分以上は切り上げて算出する。 

イ）助手の謝金についての記載が日当の記載のみしかなく、それに満たない場合、

どのように処理したら良いか。 

→「日給 12,000円とし、時間に応じて支払う。」としている。この「日給」は

実働 8 時間としており、時給単価にすると 1 時間あたり 1,500 円になる。8

時間に満たない場合や超える場合は、実働時間にあわせて支払をしているた

め、1時間 1,500円×実働時間の計算で金額を決めている。 

⇒今後、上記内容を含めて謝金規定に追加する、もしくは細則を作成する方向。 

 

（１０）ウェブサイト管理委員会 

 １）重点課題  

 （ア）レンタルサーバー移管に関して 

    レンタルサーバー移管に際して 496,000 円を補正予算として申請したが、初

期設定費半額キャンペーン実施中ということもあり、初期費用の 108,000 円

が半額の 54,000円となったため、総額費用が 442,800円と変更となった。 

    8 月 2 日時点で X サーバーとの契約完了し、先行して 8 月 1 日より県士会サ

イトの現サイトのバックアップ引っ越し作業を進めている。引っ越し作業に伴

い影響が生じる可能性があったが、移行後大きなトラブルは起きていないため

8 月 26 日ごろ旧サーバーを解約予定。広報部の作品募集メールが確認できな

いので対応する。 

 ２）審議事項 なし 

 ３）報告事項 

 （ア）ドメインに関して 

現在使用している@kana-ot.jp のドメインはさくらインターネット社のドメイ

ン管理で年額 3909 円。X サーバーのドメイン管理サービスは年額 3045 円で

ある。さくらインターネット社のドメインは 2020年 4月まで有効なため 2020

年 4 月以降は X サーバーのドメイン管理サービスに移行する方が出費が少な
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い。今年度中に今後、審議事項として検討していきたい。 

（イ）会議に関して 

新年度、新規メンバーにて 8月 1日運営会議を実施。 

 

（１１）学会評議委員会 

 １）重点課題 なし 

 ２）審議事項 

 （ア）部員の承認 

須鎌康介氏（湘南医療大学）⇒承認 

３）報告事項 

（ア）第 17回 神奈川県作業療法学会  

アンケート集計結果（回答 28件）を確認する。 

（イ）第 4回神奈川県臨床作業療法大会 

   2020年 12月 12日（土）関内新井ホールで決定。  

   学校も検討したが、該当年度の 4月にならないと確定しないため第一候補の関

内新井ホールに決定した。本予約、入金の準備を進めている。 

 

（１２）認知症対策委員会 

 １）重点課題 

 （ア）イベントへの単発参加について 

   認知症と家族の会への参加については交通費と保険を委員会で負担。 

   研修会に参加した会員の中から募っていく予定。 

 ア）意見交換 

   野本；予算的には問題ないのか。 

   →会議費をWEB会議の活用などで削減して検討していきたい。 

   澤口；今後どう発展していくのか。アピール方法も検討してほしい。 

   佐々木；公募制についてどのように考えているのか。 

   →今回は対外的かつ継続的な活動でもあるので研修会参加者から検討する。 

 ⇒単発参加について承認。公文書等が必要であれば事務局へ連絡する。 

２）審議事項 

（ア）部員の承認 

森山康平氏（鶴巻温泉病院）⇒承認 

（イ）来年度の研修会について 

   制度対策部福祉用具班と来年度協働することを次年度の計画に反映していく。 

３）報告事項 

（ア）認知症をにんちしよう会フォーラム  

6月 23日（日）委員 2名派遣 

（イ）認知症研修会 

 6月 30日（日）委員 5名派遣。参加者 67名。当日キャンセル 13名。 

（ウ）認知症をにんちしよう会イベント 

   9月 8日（日）委員 5名派遣。 

（エ）認知症の人と家族の会つどい 

9月 8日（日）委員 3名派遣。 

（オ）第 2回認知症研修会 
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10月 2日（水）19時〜21時  

 （カ）OT協会認知症の人の作業療法推進員会 

11月 9日（土）〜10日（日）2名参加予定（1名当会より派遣）。 

 

（１３）エリア化推進委員会 

１）重点課題 なし 

２）審議事項 

 （ア）会員交流会の会員外参加について 

    交流会は無料開催となるが会員外の OT参加をどうするか。会員外参加もよし

とし、入会を勧める。非会員の場合は 500円程度の参加費も検討。⇒承認 

３）報告事項 

 （ア）会員交流会について  

    名称：OTコネクトミーティング 

    期間：2019年 11月～2020年 1月 

    時間：19:30～21:00（予定） 

    場所：県内 8か所 

    人数：各会場 40名程度 

    目的：分野や職場を超えた顔が見えるナナメの関係づくりの促進 

    詳細は 9月下旬頃よりHPにて告知。理事・監事は地元や職場地域など複数箇

所で参加していただけるよう依頼。 

（イ）代議員アンケート結果の公表について 

    ウェブサイト管理委員会と調整中。委員会のコンテンツを作成して発信する予

定。 

 

（１４）その他 

 １）次回プレゼンテーションについて 

   10月 20日（日）午後から開催予定。 

 （ア）意見交換 

    澤口；自分たちの部・委員会がやりたいことをいうのであれば、紙面報告で十

分では。 

    会長；方向性は中長期計画で示している。それを参考に次年度何ができるか考

えてほしい。 

    木村；ゼロベースでは意見が出なかったので各部・委員会の考えを出してもら

い県士会としての方向性を検討していきたい。 

    大郷；WEBの活用もしてはどうか。参加が難しい場合、事前にプレゼンテー

ションを見てもらいそれをもとに意見をもらっておけば当日欠席でも

意見を反映できるのでは。 

    ⇒大郷理事の意見を参考に WEB 活用も検討する。詳細を理事 ML で報告す

る。 

２）監事より 

   理事会での意見交換を活発にしていってほしい。 

 

６渉外報告  

（１）介護予防のための地域ケア個別会議 吉本理事、黒木氏参加 
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（２）藤沢市地域ケア会議 吉本理事参加 

（３）介護予防のための地域ケア個別会議 吉本理事、黒木氏参加 

（４）神奈川県障害者スポーツ推進プロジェクト 第 1回検討会 野々垣副会長参加 

（５）第 38回神奈川県病院学会 第 2回学術委員会 錠内会長参加 

（６）第 2回 47都道府県委員会 初日錠内会長参加・2日目金山事務局長参加 

（７）医療職連合会定時理事会 錠内会長・金山事務局長参加 

（８）介護人材育成・定着部会 金山事務局長参加 

 

７次回三役会 9月 11日（水）19：00～、10月 2日（水）19：00～ 

次回理事会 10月 20日（日）PM  

 

８回覧資料 

（１）回覧資料 

 １）神奈川県病院協会 「平成 30年度会務及び事業報告」 

２）国立障害者リハビリテーションセンター パンフレット 

３）神奈川県精神神経科診療所協会 協会誌 

４）第 38回神奈川県病院学会 プログラム 

５）兵庫県士会機関誌 

 

議事録署名人   議長：   錠内 広之       印 

           理事：   佐々木 秀一      印 

           監事：   田中 ゆかり      印 

 


