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平成 28年度 第 3回理事会 議事録

■日時：H29/1/21（土）13：30～17:00 ■場所：岐阜文化センター ■出席者：須貝、林昌、廣渡、柴、山河、川崎、

渋谷、中根、廣瀬哲、廣瀬武、野尻、加藤政、君垣、林節、藤井、渡邊、山田、安井、加藤清、石川

会 長

（須貝）

■岐阜県医療関係機関による災害時医療救護協

定検討会議

日程：平成 28 年 11 月 25 日

場所：岐阜県医師会館

参加者：槙林 優氏（PT 会長）、須貝里幸氏（OT

会長）、佐野和幸氏（ST 会長）

■災害ボランティア研修会

日程：平成 28 年 11 月 13 日

場所：日本作業療法士協会事務局

内容：①大規模災害支援活動基本方針など協会

マニュアル、②東日本大震災、茨城水害、熊本

地震災害、H28台風 10号（岩手）支援活動報告、

③災害に備えて平時から準備すべきこと

当士会の課題：①県内での災害発生時の支援体

制の確立、②派遣要請時の派遣体制の確立、③

人材育成 JIMTEF 研修会への派遣も要検討

■岐阜県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ連絡協議会

日程：平成 28 年 12 月 2日

場所：松波総合病院

参加者：柴氏、廣渡氏、須貝会長

内容：①活動報告、②活動計画、③災害対策部

創設に関する協議

訪問リハ部会：西中氏（訪看 sta ハーブ）→吉

田氏（ｻﾝﾋﾞ校）

■日本作業療法士協会 トライアル投票

平成29年 2月 19日～3月 19日に投票候補者選

挙（インターネット投票）

■運転と作業療法士委員会

協力病院：岩砂病院（広報部：岩砂→山田）

■地域リハ推進部研修会と学術部研修会

研修会の数が多い為、統合できるところは統合

■学校支援、特別支援教育

窓口：山河氏（希望が丘）

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。

事業部

（山田）

■第 21 回市民の健康広場

日程：平成 28 年 10 月 16 日

場所：大垣城ホール

スタッフ 9 名（博愛会 2 名、大垣徳洲会

1 名、揖斐厚生 1 名、ComDoDANKE1 名、ｻ

ﾝﾋﾞ 1 名、学生 3 名）

内容：①字がうまく書けるかも？、②治

療器具体験、自助具体験、OTのイメージ

動画

参加者：AM55名（活動参加 23名）、PM56

名（活動参加 36 名）

現職者研

修部

（首藤）

■第 2回現職者共通研修

日程：平成 28 年 12 月 11 日

場所：近石病院

内容：①寺倉氏「保健・医療・福祉と地

域支援」②寺倉氏、松本氏「事例検討・

事例報告」

参加者：講義①22 名、講義②事例検討11

名、事例報告 9名

■平成 29年度活動予定

1.第 1回現職者共通研修

日程：平成 29 年 6月 11 日

場所：近石病院

内容：①「日本と世界の作業療法の動向」、

②「実践のための作業療法研究」、③「作

業療法における協業・後輩育成」

2.第 2回現職者共通研修

日程：平成 29 年 12 月頃

場所：近石病院

内容：①「事例報告と事例研究」、②「事

例検討」「事例報告」

3.第 1回現職者選択研修

日程：平成 29 年 9月頃

場所：近石病院

内容：老年期障害

■平成 29年度現職者研修部部員

近石病院、土岐市立総合病院

第 21 回岐阜

県作業療法

学会

（渡辺）

■演題登録 19 演題（身障 9、精神 2、発達 1、

老年期 1、地域 5、教育 1）

■座長 ①身障 大垣市民病院 寺本佳津明氏、②

地域 岐阜市民病院 花井弘和氏、③慈恵中央病

院 一柳重久氏

■運営委員：実行委員 10名+運営委員 38 名程度

■チラシ配布：次回のごったに同封（その他介

護福祉士 300、ｾﾗﾄﾋﾟｱ土岐、岐阜短期大学、平

成医療短期大学、ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ、中央大学）

■次回学会 岐阜地区

岐阜県

JRAT

（廣渡）

災害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研修会

■日時：8/27（土）

■参加者（OT士会員のみ記載）：須貝氏、

廣渡氏、柴氏、桝田氏。

■議題：岐阜県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ連絡協議会に

災害対策部を設立する件について：今後、

協議会の法人化を進めていく。災害対策

部部員は拠点病院で輪番制にする。

広報部

会員向け

（田中）

■ごったに 84号（H29 年 1/27 発送）

内容：巻頭号、活動報告、県士会新入会員紹介、

広報部取材ページ、研修会案内（3件）

同封物：県学会チラシ、協賛依頼、岐阜県作業

療法（第 19号）、研修会案内チラシ 2件

■ごったに 85号（H29/4発送予定）

締切：H29 年 3/25

■活動費

H28 年度 10.000～20.000円の赤字終了予定



2

事務局

総務部

IT 事業部

財務部

（山河）

■会員情報部

総会員数 496名

■協会システム講習会

■会計帳簿

今年度は 12月末、3月中旬の年 2回

■総会直後の理事会開催

2 年に 1 度は総会直後に理事会を開催。選挙の

ある年度は理事会開催が 1回増える

■総会議長について

会員ではなく理事から選出を今後検討

学術

研修部

（渋谷）

講師：村井千賀氏（石川県立高松病院）

テーマ：生活行為向上ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを使用した

精神科領域でのケース

参加者：県士会員 15 名、非会員 2名

■発達領域

日程：平成 28 年 6月 19 日

場所：平成医療短期大学

講師：伊藤玲子氏（中部大学）

テーマ：名古屋市の学校巡回ﾁｰﾑの様子

参加者：県士会員 7名

生涯教育部

（林）

■生涯教育推進委員会

問題点：①現職者共通研修・現職者選択研修と

もに参加者が減少→①卒前教育で参加促す、②

e-learning導入の検討

■各都道府県状況

岐阜県：認定作業療法士数 会員数 641 名中 8

名（1.2％）全国平均 1.5％

基礎コース修了者 会員数641名中17名（2.7％）

■平成 29年度現職者選択研修

老年期開催（27年身障、28年老年期）

地域リハ

推進部

（君垣）

■地域包括ケア・介護予防推進リーダー

研修会について

日程：平成 28 年 12 月 3日

場所：岐阜県水産会館

スタッフ：岡本秀人氏（PT）、岩本泰樹氏

（PT）、北村弘幸氏（PT）、佐野和幸氏（ST）、

倉知雅史氏（ST）、須貝氏（OT）、服部氏

（OT）、藤井氏（OT）

参加人数：PT23名、OT1 名、ST3 名

■地域包括ケア推進リーダー研修会

日程：平成 28 年 12 月 4日

場所：岐阜県水産会館

スタッフ：岡本秀人氏（PT）、岩本泰樹氏

（PT）、北村弘幸氏（PT）、佐野和幸氏（ST）、

倉知雅史氏（ST）、須貝氏（OT）、服部氏

（OT）、藤井氏（OT）

参加人数：PT26名、OT5 名、ST1 名

■地域支援活動

①地域ケア会議

日程：平成 28 年 11 月 29 日

担当者：藤井亜希子氏（OT）

②オレンジカフェ

日程：平成 28 年 10 月 15 日

■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（12/6）

２）事業展開について

事業開始は来年度以降に検討

■地域ケア会議に資する人材育成研修会

日程：平成 29 年 1月 29 日

場所：中濃厚生病院

参加者：藤井氏（OT）、君垣氏

■岐阜県介護予防推進指導者養成研修事

業

日程：平成 29 年 1月 29 日

場所：平成医療短期大学

参加者：須貝氏、服部氏、藤井氏、坪内

氏、君垣氏

講師：加藤清人氏（平成医療短期大学）、

阿部巧氏（筑波大学）、長谷川龍一氏（中

部大学）

■認知所作業療法推進委員会議

日程：平成 28 年 11 月 19 日～20日

場所：東京

担当者：坪内氏、君垣氏

場所：大垣駅アピオ 6階

機関誌

編集部

（石川）

■平成 28年度活動実績

12題の論文投稿あり（11 題採尺・掲載、1題は

次年度以降に再度投稿）

■今後の予定

1月～2月にかけて最終確認・業者へ送信、その

後メール便で発送

■平成 29年度の活動計画

4月：ごったにで論文募集の掲載、9 月投稿締切、

10～11月に査読・修正、12月校正・印刷製本、

平成 30年 1月に発送

地方局

（藤井）

（野尻）

（廣瀬哲）

（加藤政）

■飛騨地区

飛騨地区合同勉強会

日程：平成 28 年 11 月 9日

場所：久美愛厚生病院

講師：大下靖夫氏（高山日赤）、野尻博文氏

内容：①ボバースについて、②パーキンソン病

に対するリハビリテーション

参加人数：10 名

学術研修部

（渋谷）

■地域領域

日時：平成 29 年 2 月 5日

場所：西美濃厚生病院

講師：村上潤氏（NPO 法人ﾎﾟｯﾌﾟﾝｸﾗﾌﾞ）

テーマ：生活を豊かにするための姿勢つくり～

ｷｬｽﾊﾟｰｱﾌﾟﾛｰﾁ～

■身障領域

日時：平成 29 年 3月

場所：西美濃厚生病院

講師：石原武幸氏（Team re:Quest）

テーマ：運動器・脳血管疾患どちらにも有効な

上肢機能アプローチ

■老年期領域

日時：平成 29 年 2 月 12 日

場所：平成医療短期大学

講師：藤田高史氏（星城大学）

テーマ：星城大学における居宅高齢者への認知

症予防と転倒予防活動

■精神領域

日程：平成 28 年 10 月 29 日


