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一般社団法人 福島県作業療法士会  

2019年度 第2回理事会抄録 
 

日時：2019年6月11日（火）18：00～20：30 

場所：郡山ユラックス熱海 第 3 会議室 

１．会長挨拶 

 

２． 定足数報告(総務部長) 

出席者数 24名（内理事数 13名）県士会定款第 30 条に

基づき成立。 

理事：長谷川、木村、五百川、佐藤、田口、根田、 

今川、松下（Web）、椎野、青木、冨岡、高野、岡本   

災害対策副委員長：半谷  監事：渡邉、岡本（宏）      

支部長：坂本、髙橋（大）、矢吹（Web）、若林 

前田、真部   副部長：荒井、日下部 

 

３．三役の会議等出席動向 

 月日 内容 場所 出席者 

 4/13,1

4 

日本作業療法士協会４７

委員会 

東京 長谷川、

佐藤 

 4/20 福島県リハ団体協議会 福島県 PT 士会

事務所 

長谷川 

五百川、 

根田、 

宗像、 

椎野、 

松下、 

小木 

 4/20 第３０回東北作業療法学

会企画会議 

ほっとあたみ 長谷川 

五百川、 

佐藤 

 4/23 福島県指定自動車運転所

協会、福島県警との話合

い 

枡記念病院 長谷川、 

佐藤 

椎野 

 4/25 医療施設用ロボット等導

入促進事業選定委員会 

ふくしま医療機

器開発支援セン

ター 

長谷川 

 5/15 臨床実習指導者講習会に

ついての、福島県リハ学

校協会、福島県 PT 士会

との話し合い 

郡山健康科学専

門学校 

長谷川、

五百川 

 5/23 訪問リハ振興財団理事会 日本 PT 協会

（田町カンファ

レンスルーム） 

長谷川 

 5/25 OT 協会 社員総会 東京 長谷川、

木村、柴

田、岡本

（宏） 

 6/3 介護ロボットニーズ・シ

ーズ連携協調協議会事業 

TKP 盛岡メト

ロポリタン 

長谷川 

岡本（佳） 

 6/3 第４２回総合リハビリテ

ーション研究大会第６回

実行委員会 

福島県立医科大

学 

五百川 

 6/6 福島県自立支援型地域ケ

ア会議トップセミナー 

メグレスホール 長谷川、

佐藤 

 6/21～

23（予

定） 

第２９回東北 OT 学会評

議会・学会 

山形 長谷川、

佐藤、 

根田、 

椎野、 

高野、 

学 会 実

行 委 員

（3 名） 

 6/28（予

定） 
リハフェス 2019 県北

地区のつどい 

ホテル福島グリ

ーンパレス 

長谷川 

 7/27, 

28 
（予定） 

日本作業療法士協会 47

都道府県委員会 

東京 長谷川、

佐藤 

 7/31 第４２回総合リハビリテ

ーション研究大会第７回

実行委員会 

福島県立医科大

学 

五百川 

 

４．議題１(検討・決議事項) 

１）生涯教育部（冨岡部長） 

・SIG の新規申請について「会津リハビリテーショ

ンフォーラム」  

 福島県の SIG   

日本臨床外科学会 

福島県地域リハビリテーション研究会 

東北精神科作業療法懇話会 

⇒承認     

２）査読者について（根田学術部長） 

 ⇒承認 

３）倫理委員会の設立について（木村副会長） 

  今後職業倫理に対しての倫理委員会を設立する。 

 ⇒承認 

４）その他 

根田：業務過多で負担軽減のため、災害対策委員会

同様、POS委員会も副委員長の太田西ノ内病院の宗像

氏に理事会出席をお願いしたい。 

⇒承認 

 

議題２：報告案件 

１）事業部（椎野部長） 

・4/23（火）14：00～16：00  

一般公開講座の広報に関する会議の開催 

場所：医療法人 辰星会 枡記念病院 

出席者：（一社）福島県指定自動車教習所協会 3 名  

福島県警察本部 4 名  福島県作業療法士会 4 名 

オブザーバー 3 名 

・5/19（日） 一般公開講座 

 参加者：会員 276 名 会員外 38 名 計 314 名。 

 

２）広報部（高野部長） 

・協会パンフレット（INFORMATION BOOK1 一般

向けパンフレット）の申し込み集約について 

・作業療法推進活動用協会制作ポスターについて 

・回覧システム構築のためのメールアドレスデータ作

成の協力依頼 

・県士会ホームページ移管作業の進捗報告と留意いた
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だきたい事項 

高野：作業期間中に記載内容の変更が予定される「県

学会」「生涯教育研修会」「MTDLP」のページについて

は 

打ち合わせをする。 

次回理事会前に業者より説明あり 

 

３）生涯教育部（冨岡部長） 

・2019 年度第１回現職者選択研修会（MTDLP 基礎） 

日時 2019 年 6 月 2 日 

 講師：竹田綜合病院  椎野良隆氏 

    太田西ノ内病院 宗像暁美氏 

 受講者：9 名 

  

４）臨床実習指導者講習会について（長谷川会長、五

百川副会長） 

 ①開催方法：３団体主催名目として開催する。運営 

は、PT 用講習会は PT 士会と学校協で、OT 用講習会

は OT 士会と学校協で行い、内容は各 PT・OT 協会か

らの資料を基としたものとする。基本的には PTは PT

士会運営の研修会へ、OT は OT士会運営の研修会への

参加を推奨とするが、相互参加は可能とする。経費

負担は原則、PT 用講習会は PT 士会、OT 用講習会は

OT士会が負担する。 

②参加費：参加費は PT、OT用研修会、共に無料。た

だし OT 士会は資料代として 1,000 円徴収する。 

③参加者の交通費等：宿泊費も含め、参加者の自己

負担とする。 

④開催予定回数：PTは県中地区（郡山健康科学専門 

学校）いわき地区（医療創生大学）で 2回、OTは県 

中地区（郡山健康科学専門学校）での 1回を予定。 

 ⑤リハ学校協の協力：会場の無料提供 PT士会用講 

習会の印刷負担、講師の積極的協力などが話題に上

ったが、詳細については持ち帰り課題として、後日、

PT士会、OT士会へ報告予定。 

 

５）臨床実習指導者講習会開催日程について（五百川

委員長） 

2019 年度臨床実習指導者講習会を下記日程で実施する． 

・日程：2019 年 11月 30 日（土），12月 1日(日) 

・会場：郡山健康科学専門学校 

・参加者：当初 60 名で計画したが，100名に変更する． 

・今後，講習会案内を 6 月末までに出す．→講習会開

催申請（8月末），参加者名簿提出（10 月上旬）を予定． 

・講師および世話人の選定を行い，10 月上旬に講習会

に向けた事前打ち合わせ（講師，世話人）を実施． 

 

６）福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金（介

護人材確保対策事業）について（長谷川会長） 

  今年度より消費税及び地方消費税が補助対象外と

なった。PT 士会、ST士会と一緒に行っているリハ専

門職団体協議会として受託している地域包括ケアシ

ステム構築に資する人材育成事業などをどのように

今後申請していくかを、PT士会、ST士会と話し合い

を行い対応していく予定。また当士会単独で受託し

ている認知症に対応できる人材育成の事業に関して

も対応していかなくてはならない。消費税分の士会

負担が予想される。 

 

７）生涯教育ポイントについて（岡本総務部長） 

県士会貢献ポイントの部員への配布をお願いしたい。 

2019 年度部員で配布は終了。2020 年の部員より生涯教

育部管理となり電子化される。 

 

５.その他 

 

６.副会長挨拶（五百川副会長） 

 

 

 

 

 

 

 


