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一般社団法人 福島県作業療法士会  

平成30年度 第2回理事会抄録 
 

日時：平成30年6月28日（木）18：00～20：00 

場所：ユラックス熱海 第 3 会議室 

出席者 

理事：長谷川、木村、五百川、佐藤、田口、根田、 

今川、松下、椎野、青木、髙野、岡本（佳） 

   山本（代理） 

監事：渡邉、岡本（宏） 相談役：柴田 

支部長：若林、髙橋、坂本、矢吹、真部、前田 

部員：荒井、日下部 

 

１．会長挨拶 

 

２． 定足数報告(総務部長) 

出席者24名（内理事13名中12名出席）委任状1名 

 

３． 三役の会議等出席動向 

 月日 内容 場所 出席者 

 4/7 郡山健康科学専門学校 

入学式 

郡山 長谷川 

 4/11 いわき明星大開設準備室 

教官・職員来訪 

会津若

松 

長谷川 

 4/17 福島県立医科大学開設 

準備室教官・職員来訪 

会津若

松 

長谷川 

 4/21 福島県リハビリテーション

専門職団体協議会 

郡山 長 谷 川 ・ 佐

藤・根田・椎

野・松下・宗

像 

 4/28・29 第 1 回都道府県委員会(47 委

員会) 

東京 長谷川・佐藤 

 5/26 日本作業療法士協会代議員

総会 

東京 長 谷 川 ・ 柴

田・木村・岡

本（宏） 

 6/17 日本作業療法士協会介護 

ロボットニーズ・シーズ推進

会議 

東京 長谷川、岡本

（佳） 

 6/23 第 28 回東北作業療法学会 

評議委員会 

秋田 長 谷 川 ・ 佐

藤・根田・椎

野・高野 

 7/5 
（予定） 

いわき明星大情報交換会・ 

懇親会 

いわき 長谷川 

 7/7 
（予定） 

福島県理学療法士会 50 周年

記念式典・祝賀会 

郡山 長谷川 

 ７/9 
（予定） 

福島県高齢者福祉施策推進

会議（県地域リハ協議会） 
福島 長谷川 

 ７/21 
（予定） 

福島県社会福祉協議会介護

ワインポイント講座 

二本松 長谷川 

 7/21 
（予定） 

第 42 回総合リハビリテーシ

ョン研究大会実行委員会 

福島 五百川 

 7/28・29 

（予定） 
第 1 回都道府県委員会(47 委

員会) 

東京 長谷川・佐藤 

 

４．議題１：検討・決議事項 

1)第 42 回総合リハビリテーション研究大会について 

（別紙） （渡邉忠義監事より） 

リハビリテーション全般的な内容。2019 年 9 月にビッ

クパレットふくしまで行われる予定。実行委員会より

参加依頼があり、当士会より五百川副会長を実行委員

として選出。              ⇒承認 

2)第 77 回日本公衆衛生学会総会（長谷川会長より） 

・2018 年 10 月 24～26 日、ビックパレットふくしま 

（郡山市）で、福島県立医科大学医学部公衆衛生学講

座 

教授の安村誠司学会長のもとで行われる予定。実行

委員会は副委員長に星北斗福島医師会副会長、高野

武彦福島県保健福祉部次長、国分義之郡山市保健福

祉部次長を中心に、各関係団体のからの選出のメン

バーで編成されており、当士会からは長谷川が出席

している。              ⇒承認 

3）第 28 回東北作業療法学会評議委員会への人員選出

について 

・当士会より、長谷川敬一・佐藤正彦・根田英之を選

出 

⇒承認 

4）今年度の理事会開催について（案） （長谷川会長） 

 ・昨年度 4 回開催（4・7・10・1 月） 

 ⇒ 今年度 6 回（4・6・8・10・12・2 月）  

検討が必要な内容が増えているため回数を増やした

い。ただし、支部長に限っては従来の 4 回は出席し

ていただき、その他は自由出席としたい。⇒承認 

5)その他 

東北作業療法学会第 28 回大会、第 29 回山形大会評

議委員について、参加人数増加に伴い補正予算をお

願いしたい。             ⇒承認 

 

議題２：報告案件 

1）日本作業療法士協会の介護ロボットのニーズ・シー

ズについて（長谷川会長） 

事業委託：協会と士会の契約ではなく、あくまでの

OT 協会の福島在住の会員が OT 協会員として行うも

の協議会委員長：長谷川敬一 

協議会事務局員：岡本佳江 

プロジェクトコーディネーター：太田睦美 

2）平成 30 年度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 

事業名称：認知症ケアに携わる人材育成のための 

研修会 

開催日：平成 30 年 7 月～平成 31 年 3 月 

内 容：①基礎研修 1 回 ②応用研修：県内 2 ヶ所

（同内容）③特別研修会：1 回  補助金：124 万円 

全体研修：9/24 ふくしま医療機器開発支援センター 

特別研修：8/19 ユラックス熱海 

3）第 28 回東北作業療法学会評議委員会報告について

（根田学術部長） 
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 ・第 28 回東作業療法学会（秋田）  

参加者数： 438 人（6 月 23 日時点、事前 380 人、

当日 44 人、学生 13 人、その他 1 名） 

・第 29 回学会開催地について 

  学会日時：平成 31 年 6 月 22 日（土）～23 日（日） 

  場所：山形国際ホテル 学会長：松木伸氏 

  学会テーマ：地域共生社会に向けて 

 ～みんなで創ろう、支え合う地域～ 

 ・第 30 回学会長、開催県について 

  学会長：長谷川敬一 開催県：福島県 

 ・第 29 回東北作業療法評議員会開催について 

  平成 30 年 9 月 15 日（土）14：30～山形市開催 

4）各部・支部・委員会報告について 

【広報部】 

①県士会ホームページの投稿マニュアルについて

（別紙）（高野広報部長） 

②高校生見学について：36 施設回答を得ている。7

月上旬には県内の高校に郵送予定。 

③啓発イベントへの参加について（別紙） 

  ・ふくしまの未来を医療で担う夢応援事業におけ

る医療体験セミナー 

・健康長寿いきいき県民フェスティバル 

【地域保健福祉部】 

 自立支援型地域ケア会議のリハビリテーション専職 

種の派遣について（別紙）（松下地域療養事業部長） 

【総務部】 

 連絡事項（別紙） 

【財務部】 

 各理事の方について、出張・研修会など参加した場 

合、旅費と報告書の提出をお願いする。 

【事業部】 

 公開講座 5/20 終了、195 名参加 

【学術部】 

POS 合同学会、演題締め切り 81 演題（内 OT24） 

【生涯教育部】 

今年度より生涯教育の方法が変更されバーコードシ

ステムになったのでカードを忘れずに持参願いたい。 

5）その他 

・年間スケジュールについて（別紙） 

・事務所の設置（案）について（佐藤事務局長） 

別紙参照。 

 

５.その他 

相談事について： 

総務・財務・広報や支部などは事務局長、学術・教 

育関係などは五百川副会長、保険・事業関係、規程 

等については木村副会長・事務局長、倫理関係など 

は柴田相談役や事務局長に行う。 

 

６.副会長挨拶（木村副会長） 

 

以上 

 

 


