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２０１１年（平成２３年）度 第５回 理事会議事録 
 
Ⅰ．日 時：２０１２ 年２月９日（木） １９：００～２１：００ 
 
Ⅱ．場 所：神奈川県作業療法士会事務所 
 
Ⅲ．理事会定数 （出席 14 名、委任 3 名）  
  出席理事：渡邉、佐藤、錠内、澤口、野々垣、中西、奥原、小峰、木村、鈴木、三浦、作田、原、淺井 
  委任理事：福留、冨山、机、 

出席監事：清宮、長谷川 
その他 ：松本（広報部ニュース班）、酒井（広報部対外班）、沼田（福祉用具委員会）、 

名古屋、金山、中尾（事務局書記）、 
 
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：渡邉会長、長谷川監事、奥原理事 

 
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／ 
  規約委員会／福祉用具委員会／ウェブサイト管理委員会／社会保障制度対策委員会／学会評議委員会／ 

企画調整委員会／ 
 
Ⅵ．回覧資料  

医療リンパトレナージセラピスト講習会 
 

Ⅶ．報告・検討事項 
１．事務局（澤口事務局長） 
（１）報告事項 

 １）渉外関連 

①後援名義使用依頼⇒理事MLで承認済み 

 ・第８回かながわ地域リハビリテーションフォーラム（共催名義使用依頼） 

主催：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     

    日時：２月１１日（土） 場所：県立かながわ労働プラザ 

   ・在宅高齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修会 

    主催：一般社団法人 日本健康・栄養システム学会  

    日時：１月２１日（土）・２２日（日） 場所：昭和女子大学 オーロラホールなど 

   ・第５回神奈川県特定施設研究大会（後援依頼） 

    主催：かながわ福祉サービス振興会  

日時：２月２４日（金） 場所：横浜市開港記念会館 

  ②外部活動 

・県民集会「日本の医療を守るための総決起大会」 

    日時：１１月２９日（火）１８:３０～１９：３０ 場所：神奈川県総合医療会館７階大講堂 

    出席：澤口事務局長、長谷川監事（医療関連団体や市民も含め総勢２００名ほどの参加者） 

・医療専門職連合会定例会 

 日時：平成２４年１月２４日 出席：佐藤副会長 

  内容：医療専門職連合会総会の役割確認 

     総会日時：平成２４年３月２８日（水）１８：３０～ 場所：JR横浜駅中外製薬の会議室 
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      作業療法士会の役割：議事録署名人を医療専門職連合会理事から1名・代議員から1名 

               講演会司会を渡邉会長が行う 

                 総会役員推薦委員⇒佐藤副会長・原代議員＊次の医療専門職連合会定 

例会（3月6日火曜日）までに総会当日の交通費を事務局に知らせる。 

③賀詞交歓会（５団体より招集あり ⇒ 所用により３団体欠席） 

 ・１月１２日（木）県放射線技師会     × 

 ・１月１３日（金）県臨床衛生検査技師会  × 

 ・１月１８日（水）県病院協会       ○渡邉会長 

 ・１月２０日（金）県栄養士会       ○佐藤副会長 

・１月２６日（木）県看護協会       × 

  ④神奈川県エイズ対策推進協議会（県保健福祉局保健医療部健康危機管理課感染症対策グループ） 

   ・平成２３年度 「かながわレッドリボン賞」 の推薦について（依頼） 

    提出期限：１月１３日 ⇒理事MLにて理事に周知。（昨年に引き続き今年も提出を自主辞退） 

  ⑤県社協より「自助具普及DVD製作への協力」依頼について 

   福祉用具委員会に連絡し以下3名のOTを派遣するもものとする。 

   川崎協同病院     村越妙美氏 

   横浜市東部病院    木下 剛氏 

   横浜らいず      沼田一恵氏 

２）OT協会関連 

①震災・復興関連 

OT協会より福島県・南相馬市へのボランティア募集周知協力依頼 ⇒ web掲載 

  ②平成２３年度老人保健健康増進等事業「生活行為向上マネジメントの普及啓発と成果測定研究 

事業普及啓発」説明会への派遣について（依頼） 

日時：２月１８日（土）１３時～１９日（日）１５時３０分 場所：自治労会館６階ホール 

内容：事業説明と生活行為向上マネジメントおよびプログラムについて 

⇒各士会から２名（地域リハ部 木村理事・末吉藍部員）出席⇒理事MLにて承認 

  ③WFOT国内大会組織委員会招集 

   日時：２月１９日（日）１０時～１５時 場所：JAOT会議室（予定） 

   出席予定：渡邉会長（大会運営）、錠内副会長（講演展示）、県士会会長代理（佐藤副会長・ 

        澤口事務局長） 

  ④独立採算特別プログラム委員会委員の協会本部からの直接委嘱打診結果について 

   ⇒委嘱が快諾された。よって３名（澤口・神保・田中）の委嘱状が協会より発行される。 

    独立採算特別プログラム委員会が以下の日程で行われる。 

    日時：２月１９日（日）１５時より ＊本大会組織委員会終了後 場所：JAOT会議室（予定） 

内容：宮崎学会時に招集予定の国内大会組織委員会に向けて進捗確認・議事提出準備など 

＊引き続き県士会より「独立採算特別プログラム委員会委員」の推薦者を選出されたい。自薦他薦問

わず。事務局もしくは理事会まで提案する。 

⑤臨時総会と委任状提出周知依頼 ⇒ web掲載済み 

   日時：平成２４年２月１８日（日）１０：３０～１１：３０ 会場：自治労会館6階ホール 

   議題：定款修正の件、その他 

  ⑥広報部地方組織連携チーム立ち上げについての報告 

３）周知依頼 

①横浜保護観察所より「平成２４年度社会復帰調整官の選考採用のご案内」⇒webへ掲載依頼 

４）庶務関連 

  ①消防署より消防計画書の提出要請あり 

⇒近日中に横浜市の研修に事務局長が参加し防火管理者として登録、書類を作成し提出予定。  

  ②平成２４年経済センサス・活動調査依頼（総務省・経済産業省） 

   ⇒平成２４年２月に実施。回答義務あり。事務局にて対応。 

③ＯＴ養成校より卒業式ご臨席依頼 ⇒ 祝電対応済み 
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   ・茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 

   ・横浜リハビリテーション専門学校 

   ・国際医療福祉大学小田原保健福祉学部 

④その他 

 ・県内ＯＴ養成校へ卒業生向けに県士会入会勧誘チラシを配布する。 

５）第４回定期総会 日時等の確認について 

   日時：平成２４年４月１５日（日）１７：３０～ 場所：県立保健福祉大学 講堂 

＊議案書製本〆切：２月２４日（金）⇒ 広報部と調整中（３月号発行を早めるため） 

（２）検討事項 

１）後援名義使用依頼 

  ①第１０回神奈川県介護支援専門員協会研究大会（特別大会）⇒承認 

主催：神奈川県介護支援専門員協会 

日時：平成２４年２月２６日（日）１３：００～１６：３０ 場所：横浜市社会福祉センターホール 

定員：200名 内容：講演、シンポジウムほか 

２）会員派遣・推薦依頼 

  ①平塚市より障害者自立支援法における市町村審査会委員の推薦依頼⇒事務局で継続審議 

委嘱期間：平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日 推薦人数：１名 〆切：２月１７日 

 ３）OT協会関連 

①広報部全体会議の招集（各県士会１ないし２名）⇒広報部から参加予定 

   日時：３月１８日（日）１０:３０～１６：１０ 場所：笹川会館 

   内容：最近の協会の取り組みの紹介と広報の仕方を紹介（WFOT・公益社団移行への動向・助成金事業）、 

医療保険・介護保険 改定からみたOTの広報戦略、今後の広報戦略について（協会と都道府 

県士会の役割の違い、現場からの話題提供） 

  ②平成２４年度広報部「作業療法 啓発キャンペーン活動」開催地募集について⇒協会主導型で実施 

   タイプが３つあり選択「協会主導型」「協会・都道府県士会共催型」「都道府県士会自立型」 

   募集締め切り：１月３１日 応募先：協会事務局 広報部担当 注意：単年開催の応募は不可 

③臨時総会議事録署名人（２名）選出の依頼⇒当日参加の地域リハ部の木村理事、末吉部員に依頼 

 ４）OT協会代議員への県士会としての協力体制について⇒OT協会からの返事を待ち、検討 

   代議員が会議等をもった場合の支弁や意見集約の方法について何かあるのか等OT協会に確認中。 

   三役で検討中とのこと。 

 ５）理事会開催日程について⇒三役が出られる日を優先して検討する。２／１７までにML で検討。 
 
２．学術部（中西理事） 

（１）報告事項 

１）講習会開催報告   

①２０１１年１１月１２日(土)分野別講習【身体障害分野】テーマ：【上肢機能の基礎から応用】  

講師：鴻井建三先生（横浜市立大学附属市民総合医療センター：作業療法士） 参加者：５１名） 

②２０１１年１１月１９日(土) 分野別講習【精神障害分野】 

テーマ：【精神障害領域における身体合併へのアプローチ】 

講師：佐藤良江先生（曽我病院：作業療法士）参加者：３０名 

  ③２０１２年１月７日（土）生涯教育講座【実習指導者養成講座】テーマ：【教育方法論】 

   講師：長野正先生（玉川大学教職大学院科長 教授）参加者：２９名 

  ④２０１２年１月２２日（日）分野別講習【身体障害分野】 

 テーマ：【作業療法士のためのキャリア・デザイン入門】 

 講師：若林秀隆先生（公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 医師）参加者：２９名 

⑤２０１２年１月２２日（日）分野別講習【精神障害分野】 テーマ：【実践報告会】  

講師：冨田浩史先生(富士見台病院：作業療法士)、武井寛道先生（藤沢病院：作業療法士） 

参加者：２６名 
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３．教育部（奥原理事）  

（１）報告事項 
 １）研修会開催報告 
  ①事例報告登録制度に関する研修会 
   ２０１１年１１月２３日（水・祝）１０：３０～１２：００ 場所：ウイリング横浜 

 講師：石川隆志氏（OT協会学術部学術委員会委員長・秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻准教授） 

   参加者：４６名 
  ②第２回現職者共通研修  
   ２０１１年１１月３日（水・祝）１３：００～１６：１５ 場所：ウイリング横浜  

「エビデンスと作業療法実践」講師 作田浩行氏（昭和大学）：６２名 

「職業倫理」講師 淺井憲義氏（北里大学）：６１名 

  ③現職者選択研修（発達障害領域） 

   ２０１２年２月４日（土）９：４５～１７：１５ 場所：ウイリング横浜 

   講師：岸本光夫氏（フリーランス）、小松則登氏（愛知県心身障害者コロニー中央病院） 

参加者：６５名 

  ④現職者選択研修（精神障害領域） 

   ２０１２年２月５日（日）９：４５～１７：１５ 場所：ウイリング横浜 

   講師：藤原修一郎氏（金沢文庫エールクリニック 院長 精神科医）、内藤 清、武井寛道（藤沢病院） 

参加者：３８名 

 ２）協会教育部生涯教育推進担当者会議出席 

   ２０１１年１２月５日１０：３０～１６：３０ 

   内容：制度の現状報告、認定制度の見直し（認定に審査（試験）導入。今後情報あり） 

 

４．広報部（小峰理事） 

（１）報告事項 

 １）広報部 

①医療専門連合会広報委員会との連携 

 ・広報誌への執筆 

 ・広報部会への参加 ２０１２年２月２日（木）１８：３０～ 場所：神奈川県放射線技師会事務局 

②広報部会開催について 

 ・２０１１年１２月８日(木)１９：００～広報部会 場所：事務局 

 ・２０１１年１２月１９日(月)１８：００～対外広報班会議 場所：事務局 

 ・２０１２年２月１７日（木）１９：００～編集会議 場所：事務局 

 ２）ニュース編集班 

  ①今後のニュース発行予定⇒議案書発送のため、締め切りを再検討する。 

 号 発行月 
掲載原稿 

締め切り 

封入チラシ 

締め切り 
主な記事 

１５０ ７月末 発送終了  

１５１ ９月末 発送終了  

１５２ 11月末 発送終了  

１５３ １月末 発送終了  

１５４ ３月末 ２月10日 ３月10日 総会案内 

 ３）対外広報班 

  ①活動報告 

・高校生へのパンフレット送付準備中 

・次年度県士会パンフレット製本へ向けて見積り依頼（１０社） 

・ラジオ出演：２０１２年１月２６日ラジオ日本 よこはまろはす（ヤマシタコーポレーション） 

・県士会ホームページの運用について検討中 

・かながわ地域リハフォーラムでのブース出展 
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５．地域リハビリテーション部（木村理事） 
（１）報告事項 
１）広報紙への記事掲載 

   １５３号→見開き１P 記事掲載 

２）研修会開催報告・開催予定 

   ①２０１２年２月５日（日）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ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

    場所：横浜市開港記念会館 

 ３）「認知症作業療法実態調査（アンケート調査）」スケジュール 

   ウエブに掲載予定 

４）「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）１３：００－１６：００ 

   会場：相模原中央支援学校（緑風園跡地）参加者：１５名 

  

６．福祉用具委員会（沼田委員） 

（１）報告事項 

 １）講習会報告 

①２０１１年１１月２６日（土）、２７日（日）場所：横浜リハビリテーション専門学校  

テーマ『車いすシーティングの基礎と臨床への応用』 

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） 

 参加者：２７名 

②２０１１年１２月１１日（日）場所：かながわ福祉推進センター テーマ『自助具の実際』 

 講師：錠内広之氏（日本鋼管病院）、安東徹郎氏、横川匡昭氏（共にかながわ自助具工房作製指導員） 

 参加者：７名 

③２０１１年１２月４日、１月８日、２月５日（計３日間）９：３０～１７：００（１２／４のみ１７：３０） 

場所：横浜リハビリテーション専門学校、横浜ウィリング 『PT・OTスキルアップ研修』 

講師：隆島研吾氏（神奈川県立保健福祉大学）、平田学氏（神奈川リハビリテーション病院）、 

   池谷充弘氏（れいんぼう川崎）、長谷川拓氏（横浜市立脳血管医療センター）、 

   渡邉愼一氏（横浜市総合リハビリテーションセンター）、藤井智氏（横浜市総合リハビリテーションセンター） 

   佐藤史子氏（横浜市総合リハビリテーションセンター）、田中桃枝氏（横浜市総合リハビリテーションセンター）

    沼田一恵氏（横浜らいず）、机里恵氏（横浜リハビリテーション専門学校）       

参加者：３日間１５名、２日間２名 

２）活動報告 

①HCRへの協力について 

   ・ブース出展・福祉機器のデモンストレーションを実施 

 ・ALSパイロット事業の報告 木村理事（神奈川県作業療法士会） 

  ②「自助具普及DVD」作成協力 

    神奈川県社会福祉協議会から事務局を通して依頼あり、３名対応＊詳細は事務局の報告参照 

  ③OT協会「IT機器レンタル事業」 

   OT協会からの依頼。事業説明会開催予定（地域リハ部とともに参加）。 

 

７．社会保障制度対策委員会（三浦理事） 

（１）報告事項 

１）PT士会合同「平成24年介護報酬改定講習会」について 

   日時：平成24年2月26日（日） 

   場所：ワールドポーターズ6階イベントホール 

定員６６名を超えたため、１２月末で受付終了。OT参加予定者７０名。 

（２）審議事項 

 １）介護報酬改定講習会補正予算について⇒承認 
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８．ウェブサイト管理委員会（作田理事） 

（１）報告事項 

１）県士会サイトの管理とアクセス件数 

   昨年度と比較して、更新件数は増加している。７月に開始したリニューアルと共に、アクセス件数は

増加している。１２月は例年通り忘年会等の影響でアクセスは減少したが、１月に入り回復している。 

２）県士会サイト本体のリニューアルにともなう、「お知らせ」の掲載システムについて 

  ９月２６日の県士会サイト本体のリニューアルにともない、２種類の「お知らせ」システムを設置し

た。 

 

９．学会評議委員会（原理事） 

（１）報告事項 

１）第１回神奈川県臨床作業療法大会 について⇒内容の確認 

２）第１４回神奈川県作業療法学会について  

  開催日：２０１３年（平成２５年）４月２１日（日） 決定 

  場所：国際医療福祉大学 小田原キャンパス 

  現状：５００人規模で実施／学会テーマ・シンボル２月中に決定／学会実行委員会と引き継ぎ会開催 

３）「学会記録集」⇒第１回からまとめていく 

（２）審議事項 

 １）「神奈川県臨床作業療法大会長」公印の件⇒総会議題に規約の改定として提案する。 

 

１０．企画調整委員会 

（１）審議事項 

１）代議員制導入についての検討 

  ⇒代議員導入で承認。「代議員制度対策委員会」という特設委員会（委員長 錠内副会長）を立ち上

げ、導入方法を検討する。事業計画と予算案を作成する。 

   鈴木規約委員長より、定款の改正には３／４の議決権を有する者の同意が必要であり、期間を設け

周知徹底すること、それを受けて臨時総会を実施する流れが説明される。 

 

 

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００分 
次回の理事会開催日時   平成２４年３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 

 


