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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5回理事会抄録 
 

日時：平成30年12月17日（月）18：00～20：30 

場所：ほっとあたみ 第 1 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）、冨岡 

監事：渡邉、岡本（宏）  相談役：柴田  

部員：荒井、日下部  支部長：坂本、真部、矢吹 

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13名） 

 

３． 三役の会議等出席動向  
月日 内容 場所 出席者  
10月24日 第 77 回日本公衆衛生学会・

学会長招宴 

ビックパ

レットふ

くしま 

長谷川敬一 

 
10月27日 福島県地域リハ大会 ユラック

ス熱海 

長 谷 川 敬

一・他  
10月31日 第 3 回福島県介護ロボット

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 

長谷川敬一 

岡本佳江 

 
11月7日 地域包括ケアシステム推進

委員会 

福島県医

師会館 

長谷川敬一 

 
11月12日 臨時福島県介護ロボットニ

ーズ・シーズ連携協調協議

会 

Eyes,JA

PAN 

長谷川敬一 

 
11月15 

日 

第 42 回総合リハビリテー

ション研究大会・第 3 回実

行委員会 

福島県立

医科大学 

五百川和明 

 
11月27日 福島県立医科大学新医療学

部安全祈願祭・起工式 

福島駅東

口駅前 

長谷川敬一 

 
12月20日 第 4 回福島県介護ロボット

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 

長谷川敬一 

岡本佳江 

 
12月20日

（予定） 

福島県介護研修事業検討委

員会 

男女共生

センター 

佐藤正彦 

 
1月17日

（予定） 

知事新年そば会 県庁 長谷川敬一 

 
1月24日

（予定） 

福島県地域リハビリテーシ

ョン協議会 

県庁 長谷川敬一 

 
１月31日

（予定） 

第 42 回総合リハビリテー

ション研究大会・第４回実

行委員会 

福島県立

医科大学 

五百川和明 

 
2月2，3

日（予

定） 

日本作業療法士協会 47 都

道府県委員会 

東京 長谷川敬一 

佐藤正彦 

4． 議題１(検討・決議事項) 

１） 医療保険部補正予算申請 （今川医療保険部長） 

申請額：30000円 

    身体領域研修会（自動車運転）で予定数を超える参 

加者があったため、会場の拡張、印刷物が必要となり 

経費が予算を超えたことにより補正申請。      ⇒承認 

２） 平成 31 年度公開講座（案）について（椎野事業部

長） 

平成 31年 5月 19日（日）午後 場所：ユラックス熱海 

テーマ：運転と作業療法（仮） 

内容：郡山地域で運用されている高次脳機能障害者に

対する自動車運転再開支援プログラムの紹介 

講師：医師 豊倉 穣先生 東海大学医学部付属大磯病

院リハビリテーション科、OT 沼田 歩氏 太田熱海病院 

対象：県士会員、県警、県内の自動車教習所など 

                             ⇒承認 

３） 認知症支援推進委員会（青木委員長） 

今年度の活動報告及び来年度の活動計画案の検討 

今年度は 2回研修を実施。10月にOT協会の推進委員

会議に参加した。今後は修了者の報告は不要になる。 

全体の研修としては認知症初期集中について課題があ

るようなので、認知症初期集中研修を考えている。 

今後の研修会のあり方について生涯教育部と協議をし

ていく。                     ⇒継続審議 

４） 「OT 協会後方支援による、特別支援教育関係の研修」

について（松下地域保健福祉部長・今川医療保険部

長） 

   標記研修会に立候補することとした。 ⇒立候補承認 

５） 学会誌編集係（根田学術部長） 

投稿規程の見直し等について 

発刊に対する値段⇒電子媒体の金額 

原稿送付の連絡先の変更⇒機関誌編集係の所属へ 

査読者へ県士会委嘱状を交付する。      ⇒承認 

６）第 30回東北作業療法学会について（根田実行委員長） 

 組織及び準備金について初期費用として 70万円の立替

をお願いしたい。                   ⇒承認 

７）リハビリテーション専門職団体協議会事業協力委

員会（根田委員長） 

活動報告及び自立支援型地域ケア会議助言者基準案 

  質の担保のために来年度からは基準に合致した方に助 

言者を行っていただく                ⇒承認 

８）災害対策委員会（根田委員長） 

活動報告及び組織の見直しについて 

半谷氏を副委員長のまま委員長代理で理事会に参加

していただく。                    ⇒承認 

９）表彰規程（案）について（佐藤事務局長） 

                               ⇒承認  

10）事務局機能強化：ＩＣＴ機能の強化（高野広報部長） 

  今後ホームページなどの ICT整備を 2段階で整備して 

いきたい。まずはホームページシステムと回覧システム

の整備をしていく。                 ⇒承認 

11）理事会報告文書について（佐藤事務局長） 

  様式変更                       ⇒承認 

12）その他 
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根田：今年度新プロのあり方とし認定取得に際して症例

検討5例に認定取得者への提出が追加された件として、

県士会としてフレームを示していただけるとありがたい。 

冨岡：今年度より認定OT取得者に 5例見せれば、報告

は 2例で読み替え出来ることが示された。協会は認定者

個人にお願いしたい意向があるが、近くにいなければ紹

介するというスタンスでいる。 

長谷川：原則、個人のネットワークで考え、個人では難し

い場合は生涯教育部に問い合わせする形に。将来的に

人数などの問題が出てくれば検討が必要だが、現状で

は個人で進めていく方向でお願いしたい。 

 

議題２：報告案件 

１）平成 31年度第 42回総合リハビリテーション研究大会

第 3回実行委員会の報告（五百川副会長） 

開催日：平成 30年 11月 15日（木）  

【第 42回総合リハビリテーション研究大会プログラム】                                                         

〇大会テーマ：「総合リハビリテーションの新機軸－当事

者のリカバリーという視点－」 

〇開催日：2019年 9月 13日（金），14日（土） 

〇会場：ビッグパレットふくしま（中会議室） 

〇シンポジウムⅠ「被災障害者への生活とこころのケア」

のシンポジストに，当士会の渡邉忠義氏（NPO法人 

アイ・キャン施設長）を推薦． 

〇名義後援依頼の予定 

２）臨床実習指導者養成推進委員会「平成 30 年度臨床実

習指導者研修伝達講習会（12/15）」報告（五百川副会長） 

25 名受講。再来年度から県士会で講習会を行うための

講師を育成させるための研修。 

最低 30名以上の確保はできた。（各支部 5名以上の講

師数として計算）次年度以降に関してはまた計画を立て

て進めていきたい。 

３ ）生涯教育部活動報告および来年度の協会の生涯

教育概要説明（冨岡生涯教育部長） 

事例報告 11 月に実施、報告は生涯教育部から提示、

参加者は 25名だった。 

再来年から e ラーニングに移行。来年は 10 コマ認定作

業療法士に講師依頼。 

４）生活行為向上マネージメント委員会報告（根田委員

長） 

５）広報部活動報告 （高野広報部長） 

・ ぽっかぽかタイムス係主催イベント 開催報告 

日時：平成 30年 11月 13日（火）  参加者：17名 

 会場：竹田綜合病院こころの医療センター   

・平成 30年度作業療法フェスタ開催概要 

 日時：平成 31年 2月 9日（土） 

会場：郡山市民交流プラザ  

講師 大竹ほなみ氏(竹田綜合病院) 

内容：1)講演「作業療法ってなんだろう(仮)」 

    2)作業療法体験（手工芸、レクリエーション） 

 3)その他，パネル展示，リハビリ相談コーナー・進路

相談コーナー 

  ※12月中に県内高校に郵送にて広報。 

６）定款・規程集の配布について（佐藤事務局長） 

７）財務部報告（田口財務部長） 

 会費未収者について 8名未納。12月末まで会費納入が

無ければ退会扱いとなる。 

８）その他 

 

5.その他 

 

6.副会長挨拶（木村副会長） 

 

 

 

 


