平成 28 年度

第２回理事会 議事録

■日時：H28/10/8（土）14:00～18:00 ■場所：平成医療短期大学 ■出席者：須貝、林昌、廣渡、柴、山河、川崎、小
川、渋谷、中根、廣瀬哲、田中、野尻、加藤政 、君垣、林節、藤井、渡邊、山田、安井、加藤清
■協会 47 都道府県委員会報告
■高校生一日体験
１）各ワーキンググループ（WG）報告
日程：8/2（火）～8/4（木）
①モデル事業 WG 7 都道府県 8 事業の提案
場所：県内 24 施設、参加数：136 名
・認知症関連 WG(広島・兵庫合同、沖縄、京都、
■第 21 回市民の健康広場（大垣市）
事業部
埼玉)
日程：10/16（日）
（山田）
・組織強化 WG（北海道、埼玉）
場所：大垣城ホール
・地域 OT 支援 WG(奈良)
■第 37 回市民健康まつり（岐阜市）
・学校支援事業（富山）
：新設予定 WG
日程：11/6（日）
②認知症 WG（認知症の人の生活支援推進委員会
場所：岐阜市文化センター
より
■日時：5/14（日）開催
・地域生活支援に関するプロジェクト
■会場：土岐市産業文化振興ｾﾝﾀｰ（ｾﾗﾄﾋﾟ
・医療保険エリアに関するプロジェクト
ｱ土岐）
・介護保険エリアに関するプロジェクト
■テーマ：『生活に寄り添って』
・成果物検討・まとめ研究
■学会長：渡辺紀子氏（土岐市立総合病
※都道府県認知症作業療法推進員：君垣氏
院）
11/19～20、全国会議：君垣氏、坪内氏出席予定
■特別講演『在宅ﾀｰﾐﾅﾙｹｱの実際』
、講師：
③組織強化 WG
浜田茂彰氏（浜田・浅井医院理事長）
。
事前アンケート結果報告（要点のみ記載）
■市民公開講座『作業療法としてのﾛﾎﾞｯ
第 21 回岐
・定款上「協会員＝士会員」記載有：42.9%
ﾄｾﾗﾋﾟｰ』
阜県作業
・養成校での士会入会案内：卒前入会案内有：
講師：原 和子氏（岐阜保健短期大学）、
療法学会
31 士会。
李載妗氏（中部大学）。
（渡辺）
会 長
・養成校教員との連携強化活動：教員が士会役
■演題発表（20 演題予定）
（須貝）
員に含まれる士会：90%
■教育講演①『高次脳機能障害者の社会
・病院等所属長への入会促進依頼：有 30%
復帰に向けて』
、講師：小田真徳氏（赤岩
・新人、中途入会者への歓迎会：有 75%
病院）
、②『暮らしを支える訪問リハビリ
・士会年会費：平均 7,580 円
の実際』
、講師：加賀谷繁氏（太田病院）、
・会費支払方法：銀行引落 60%
③『作ってみよう！生活行為向上ﾏﾈｰｼﾞﾒ
④地域 OT 支援 WG
ﾝﾄ』、講師：山本紀子氏
・OT 助言者派遣依頼
■学会参加者数見込：会員 200 名、学生
・派遣者選任方法
若干名、一般市民 50 名、計 250 名
・行政への宣伝方法
・資質向上研修
■県士会 MTDLP 推進委員会
１）第 1 回 MTDLP 基礎研修（第 1 回現職者選択
災害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研修会
研修）・8/28（日）、山田病院、講師：山本氏、
■日時：8/27（土）
須貝氏、参加者 34 名（基礎研修修了者 222 名）
■参加者（OT 士会員のみ記載）
：須貝氏、
岐阜県
２）MTDLP 事例検討会・9/18（日）
、関中央病院、
廣渡氏、柴氏、桝田氏。
JRAT
ファシリテーター：山本氏、発表者 3 名、参加
■議題：岐阜県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ連絡協議会に
（廣渡）
者 19 名
災害対策部を設立する件について：今後、
３）MTDLP 事例のまとめ方講座
協議会の法人化を進めていく。災害対策
・8/19（金）土岐市立総合病院（東濃 OT 勉強会）
部部員は拠点病院で輪番制にする。
・9/2（金）大垣市民病院（西濃 OT 勉強会）
４）第２回 MTDLP 基礎研修（現職者研修）を年
明けに実施予定。現在計画中。

総会運営部
（中根）

総会議案書の作成準備
・年度末にまとめて編集する方法を改め、上半
期（4 月から 10 月）分を予め編集することで、
年度末作業を簡素化する。
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生涯
教育部
（林）

■協会請求ポイント数：2,000P
■使用ポイント研修名（H28/10 現在）
・第 1 回現職者選択研修、MTDLP 基礎研
修
・認知症初期集中支援研修集会（恵那・
大垣）
・地域包括ケア推進リーダー導入研修
・介護予防推進リーダー導入研修
・第 20 回岐阜県作業療法学会

広報部
一般向け
（小川）

広報部
会員向け
（田中）

事務局
総務部
IT 事業部
財務部
（山河）

学術研修部
（渋谷）

チラシ作成
A4 サイズ（両面）
、500 部印刷。
用途：高校生一日体験は旧チラシ 150 部使用。
今後は、新チラシで対応。
新チラシは、各施設に発送予定。

■ごったに 83 号（10 月発送）
内容：巻頭言（会長）、活動報告、新人紹介
■ごったに 84 号（H29/1 発送予定）
■個人情報の取り扱い⇒県士会 HP のプライバ
シーポリシーに記載通り対応。
■会員数：488 名（休会者含む）
■メール登録：登録 451 名（92％）
、未登録 37
名（8％）
■今年度の学会記録集
県士会ホームページにアップ済み。
■会費納入
納付者数 399 名（81.7%）
■理事間の県士会スケジュールの共有
・県士会 Google カレンダーを作成し、理事間で
の情報共有化を目的に試験的に活用。
・活動申請ができないような些細な日常の活動
（事務業務）についても、年度末に一定の活動
費を支給する。
■地方局東濃担当の喜久本理事の退任に伴う後
任人事について
・１名の欠員でも理事定数の範囲であり、後任
を急いで立てる必要はない。当面は、喜久本理
事の業務を現理事が兼務する。
・今後は理事や監事の退任に備え、次回理事会
で補欠理事・補欠監事を選出することを検討（詳
細は司法書士に相談）
・次回理事会後に新年会を開催予定。
■総務部旅費負担の出張について
・熊本地震災害派遣（１名、現地までの往復旅
費は協会負担、活動費 22,000 円は県士会負担）
・協会祝賀式典（２名、参加費含む）
・協会災害ボランティア研修会（１名）
・東海北陸リーダー研修会（５名）

■精神障害領域
日時：10/29（アピオ６階貨会議室）
講師：村井千賀氏（石川県立高松病院）
テーマ：MTDLP を使用した精神科領域でのケー
ス、参加者（予定）
：会員 15 名、非会員 2 人
■地域領域
日時：H29/2/5（会場未定）
講師：村上潤氏（NPO 法人ﾎﾟｯﾌﾟﾝｸﾗﾌﾞ）
テーマ：ｷｬｽﾊﾟｰｱﾌﾟﾛｰﾁ
■その他の領域
身障領域は、テーマは CVA。日程は調整中。
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地方局
藤井
野尻
廣瀬哲
加藤政

■西濃 OT 定例勉強会
日時：9/2（大垣市民病院）
講師：山本紀子氏
内容：MTDLP の書き方・まとめ方講座
参加者 35 名
・次回 H29/2/3（金）揖斐厚生病院で開
催予定。
■飛騨地区
久美愛厚生病院、高山赤十字病院を中心
に企画。
日時：10/21（金）開催予定。
■継続的に学会運営に協力可能な人材選
出。
⇒当面は助言役（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）を立てる。

地域リハ
推進部
（君垣）

■地域包括ｹｱ・介護予防推進ﾘｰﾀﾞｰ研修会
１）地域包括ケア推進ﾘｰﾀﾞｰ研修会
8/20（土）
、高山厚生病院にて開催。参加
人数：PT5 名、OT6 名、ST0 名。
２）介護予防推進ﾘｰﾀﾞｰ研修会
8/21（日）
、高山厚生病院にて開催。参加
人数：PT4 名、OT8 名、ST0 名。
３）地域包括ケア推進ﾘｰﾀﾞｰ導入研修会ア
ドバンスコース
9/3（土）
、瑞穂市総合センターにて開催。
参加人数：PT24 名、OT6 名、ST0 名。
４）介護予防推進リーダー導入研修会ア
ドバンスコース
9/10(土)、岐阜県水産会館にて開催。参
加人数：PT22 名、OT5 名、ST0 名。
５）介護予防推進リーダー研修会
平成 28 年 12 月 3 日、開催場所は未定。
参加スタッフ：須貝氏、服部氏、君垣氏、
藤井氏、詳細は今後 HP に掲載予定。
６）地域包括ケア推進リーダー研修会
12/4（日）
、開催場所は未定。
参加スタッフ：須貝氏、服部氏、君垣氏、
藤井氏。詳細は今後 HP に掲載予定。
■地域支援活動
１）地域ケア会議への参加
7/13（水) 藤井亜希子氏
8/31（水）君垣氏
２）垂井町講演会
10/15（土）「作業療法ってなんだろう」
■各務原市における「運動機能向上訪問
型介護予防事業」
１）各務原市と打ち合わせ（9/14）
２）事業展開について
各務原市内の病院やクリニックに赴き、
担当者が調整を行っている。
■県・市町村への訪問
・日時：7/11（月）
・訪問者：須貝氏、服部氏、君垣氏
・訪問先：医療福祉連携推進課（県庁）
、
高齢福祉課（県庁）、健康福祉課地域包括
支援センター（垂井町）
■介護予防事業（補助金事業）
１月 or２月に開催予定

