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一般社団法人 福島県作業療法士会  

2019年度 第5回理事会抄録 
 

日時：2019年12月16日（月）18：00～20：00 

場所：ほっとあたみ 第 1 会議室 

１．会長挨拶 

２． 定足数報告(総務部長) 

出席者数21名（内理事数12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、椎野、青木、高野、岡本  

福島県リハビリテーション専門職団体協議会事業協力

副委員長：宗像  災害対策副委員長：半谷  

監事：渡邉 支部長：若林、真部、坂本  

生涯教育部副部長：米畑 財務部副部長：荒井、 

総務部副部長：日下部 

 

３．三役の会議等出席動向  
月日 内容 場所 出席者  

10月11日 第 3 回介護ロボット

のニーズ・シーズ連

携協調協議会 

ふくしま医療機

器開発支援セン

ター 

長谷川、

岡本佳 

 
10月27 

日 

第 31 回福島県作業

療法学会 

郡山健康科学専

門学校 

長谷川、

五百川  
11月24日 第 10 回福島県訪問

リハビリ実務者研修

会 

福島県農業総合

センター 

長谷川 

 
11月27日 福島県医療用ロボッ

ト導入報告会 

ビッグパレット

ふくしま 

長谷川 

 
11月28日 介護ロボットフォー

ラムふくしま 2019

シンポジウム 

ビッグパレット

ふくしま 

長谷川 

 
11月30日 

12月1日 

厚生労働省指定臨床

実習指導者講習会

（福島県講習会） 

郡山健康科学専

門学校 

長谷川、

五百川 

 
12月12日 福島県介護研修事業

検討委員会 

福島県男女共生

センター 

佐藤 

 
12月19日 第 4 回介護ロボット

のニーズ・シーズ連

携協調協議会 

ふくしま医療機

器開発支援セン

ター 

長谷川、

岡本佳 

 
1月17日

（予定） 

福島県地域リハビリ

テーション協議会 

県庁 長谷川 

 
2月1・2 

日(予定） 

第 3 回日本作業療法

士協会 47 都道府県

委員会 

東京 長谷川、

佐藤 

 

4．議題１(検討・決議事項) 

１）補正予算申請  

臨床実習指導者養成推進委員会（五百川委員長） 

11/30（土），12/1（日）に開催した「臨床実習指導

者講習会」で，当初計画した開催内容の変更により，

急遽会長以下三役，財務部長に当委員会補正予算

（増額補正）について承認を得た． 

⇒承認 

議題２：報告案件 

１）臨床実習指導者養成推進委員会（五百川委員長） 

厚生労働省指定臨床実習指導者講習会（福島県講

習会） 

11/30（土），12/1（日）に郡山健康科学専門学校に

て開催。受講者数は 95 名で全員修了。  

２）災害対策委員会（半谷副委員長） 

１．台風 19 号報告 

 山形 JRAT など他県の JRAT の支援あり。 

 DWAT（災害福祉チーム）に 11 月より参加。今後

は要請に合わせて介入をすすめる。 

２．災害シミュレーション訓練報告 

平時からの備えが必要なので、来年度もあれば協

力をお願いしたい。 

３．災害対策研修会 2019 年 10 月 27 日（日） 

  「東日本大震災 忘れないために  

～災害支援から見えてきた作業療法の役割～」 

    講師：香山明美 先生  参加者：66 名 

４．台風１９号被災者対応について 

OT 協会では被災者へ協会費免除といった対応が 

あった。県士会としては対応についての規程がな 

いため今後は策定なども考える必要があると考え 

る。財源確保の視点も持って、周囲への理解を求め 

ていき、そのうえで検討していくことが重要。 

 

３）学術部（根田部長） 

第 31 回福島県作業療法学会開催（10/27） 

星総合病院の台風 19 号の被災により急遽郡山健

康科学専門学校へ会場変更。 

参加者報告【合計】参加人数：192 人 

   

４）学術部（学会誌編集係 根田部長） 

１.査読結果報告  

２.メディカルオンライン利用・掲載にあたっての

再確認 

   

５）地域保健福祉部（松下部長） 

１．県主催自立支援型地域ケア会議運営検討会出

席報告 

２．自立支援型地域ケア会議 OT 助言者一覧 

   今年度は 55市町村で開催予定 

 

６）総務部（岡本部長） 

・ブラストメール（回覧システム）においてファイ

ル添付が複数出来ない、ファイル名が反映され

ないなどが判明し、現在も支部長に回覧をお願

いしている。 

髙野：配信方法を工夫しソフト毎の対応やセキュ

リティ対策などを入れ込み新しい配信方法を支

部長へ連絡する。 
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７）選挙管理委員会より（佐藤事務局長） 

  2020 年度は役員改選年である。 

○2020・2021 年度役員改選 

・3 月中旬 公示文発送（全県士会員へ公文書、 

書式第 1 号、第 2 号、第 3 号、宣伝文用紙を発送） 

  ・3 月 18 日（選挙の 60 日前） 公示（公示日の

翌日より立候補開始） 

  ・4 月 7 日（選挙 40 日前） 立候補締め切り 

  ・4 月末～5 月初め  選挙の広報誌発送 

  ・5 月 17 日 総会（選挙、役員改選報告） 

○定員 

 （１）理事（3 名以上 15 名以内） 

  （２）監事（2 名） 

   ※定数に満たない⇒理事会推薦の手続き 

   定数一致   ⇒無投票 

   定数より多い ⇒投票（総会の日、選挙となる） 

※支部長に関しては事務局管轄 

   

８）第３０回東北作業療法学会 進捗状況報告（長谷

川学会長、根田実行委員長） 

 基調講演や公開講座、セミナー、ワークショップの講

師・内容が決定。 

 14 日現在、126 演題（一般 105/事例 21） 

 プログラム配布については 3 月に総務部からの総会

案内と同時に配布したい。 

 生涯教育ポイントについては、生涯教育部ではなく、

東北作業療法学会事務局が窓口で行う。 

 運営協力について、各支部から人員確保をお願いし

たい。（各支部総数の 20～25％の人員） 

 運営会議を 2 月、4 月、5 月の理事会・総会に併せて

行いたい。 

 

９）日本作業療法協会 代議委員選挙について（佐藤

事務局長） 

 長谷川敬一、五百川和明、岡本佳江、佐藤正彦の 4名 

に決定 

 

10）その他 

財務部：次回理事会は予算案審議になるので、1/15 ま

でに財務部、総務部に予算案と事業計画を提出いた

だきたい。また 3/18 頃までに決算書の提出をお願い

したい。 

 

5.その他 

・2019年度第 6回理事会の開催について 

 日時：令和 2年 2月 15日（土） 午後 1時 30分～ 

 場所：ほっとあたみ  第 1会議室 

・第 3 回理事会で提案した倫理委員会について、今年

度計画は間に合わなかった。来年度予算案に組み込

んで活動計画を立案したい。 

 

6.副会長挨拶（木村副会長） 

 


