平成 28 年度

第４回理事会

議事録

■日時：H29/3/18（土）13：30～17:00 ■場所：平成医療短期大学 ■出席者：須貝、廣渡、山河、渋谷、中根
廣瀬哲、林節、藤井、渡邊、山田、安井、加藤清、石川、田中、川崎、木下、加藤政
■学会来賓出席
事業部
■第 22 回市民の健康広場（H29/6/11）
①養成校卒業式
（山田） 岐阜保健短期大学の学生参加予定
日程：H29/3/10（平成医療短大）須貝里幸氏
H29/3/11（岐阜保健短大）山河陽一氏
■活動予定
H29/3/14（ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ専門学校）廣渡洋史氏
（1）第１回現職者共通研修
②岐阜県理学療法学会
日程：H29/6/4
日程：H29/3/19
場所：近石病院
場所：大垣市情報工房
内容：①日本と世界の作業療法の動向
■第２回岐阜県医療関係機関による災害時医療救
②実践のための作業療法研究
護協定検討会議
③作業療法における協業・後輩育成
日程：H29/2/17
（2）第１回現職者選択研修
場所：岐阜県医師会館
日程：８月頃
参加者：槙林 優氏（PT 士会長）、須貝里幸氏（OT
場所：近石病院
士会長）、佐野和幸氏（ST 士会長）
現職者
内容：MTDLP 基礎研修
内容：①JIMAT・JRAT 派遣要請時の派遣体制
研修部
（3）第２回現職者選択研修
②県内において災害発生時の対策
（首藤）
日程：９月頃
■岐阜県 PT・OT・ST 士会合同災害対策部会議
場所：近石病院
日程：H29/2/17
内容：老年期障害
場所：岐阜県医療総合センター
（4）第２回現職者共通研修
参加者：須貝里幸氏（OT 士会長）、佐野和幸氏（ST
日程：12 月頃
士会長）、和田範文氏（PT 士会理事）
場所：近石病院
内容：①災害対策部の引き継ぎ、輪番制について
内容：①事例報告と事例研究
②規約・マニュアル検討 ③派遣体制整備の検討
②事例検討・事例報告
会 長
④運営予算 ⑤受援体制整備の検討
■現職者研修部部員
（須貝） ■三役会議
近石病院と土岐市立総合病院より選出
日程：H29/1/27
場所：大垣市民病院
■演題登録：査読終了
議題：①学会支援に関する業務内容の検討（学会支
発表用データ締め切り（H29/5/7 予定）
援準備委員会の立ち上げ）
■運営委員：実行委員 10 名＋運営委員 41
■岐阜市介護・福祉・医療事業所連絡会議
第
21
回
名程度
日程：H29/2/18
岐阜県
■学会誌：H29/4/10 頃完成予定。
場所：岐阜市医師会館
作業療法
4/20 前後に広報部へ（県士会員分 510 部、
内容：①年度総括 ②岐阜市５地区での活動連携
学会
学会当日分 190 部）
■47 都道府県委員会
（渡辺）
■協賛依頼 ７件の応募あり
日程：H29/1/28～29
■参加申し込み：4/1～5/5 予定
場所：東京日本橋カンファレスセンター
３月末に県士会員にメール送信
参加者：須貝里幸氏、林 昌吾氏
４月号のごったに 85 号に案内を入れる。
内容：①組織強化関連 ②ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業・ﾓﾃﾞﾙ事業関
連③MTDLP ④災害対策関連 ⑤発達障害領域関連
⑥認知症関連 ⑦地域 OT 支援関連
■会員情報部
■第３回現職者選択研修 第２回 MTDLP 基礎研修
総会員数：494 名、休会者 7 名
日程：H29/2/28
メール登録数：457 名（93％）、未登録 37
場所：近石病院
名（7％）
事務局
講師：山本紀子氏（土岐市老健やすらぎ）、須貝里
■県士会ホームページ
総務部
幸氏（大垣市民 HP）
H29/4/1 リニューアル完成予定（スマホ対
IT 部
■定款見直し
応）
（山河）
①事務局住所の変更②県士会総会の代議員制導入
■総務部
について
変更登記について１月中に完了
■研修会案内
■議案書確認
メール配信文面を統一
総会
①第６号議案（定款一部変更を追加）
運営部
②第 22 回岐阜県作業療法学会
（中根）
学会長：廣渡洋史氏（岐阜保健短大）
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生涯
教育部
（林節）

広報部
会員向け
（田中）

■ごったに 85 号
発送日：H29/4/26
内容：①巻頭号 ②活動報告（研修会２件） ③地域
リハ推進部ページ ④広報部取材ページ
同封物：学会誌、総会議案書、委任状
■ごったに 86 号（H29/7 発送予定）
内容：①巻頭号 ②活動報告（県士会・各務原市健
康祭りなど）③広報部取材ページ
締切：H29/6/30

機関誌
編集部
（石川）

■今年度活動報告
岐阜県作業療法第 19 巻を h29/3 に発行、11 題の論
文を掲載
■来年度の計画
①「ごったに」に論文投稿についての記事依頼
②岐阜県作業療法学会終了後、発表者に投稿依頼
③H29/10 投稿締切、H30/1 に査読・修正を終了
④H30/3 に発行

地方局
藤井
廣瀬哲
安井

財務部
（木下）

地域リハ
推進部
（君垣）

地域リハ
推進部
（君垣）

■岐阜県介護予防推進指導者養成研修事業
日程：H29/2/19
場所：平成医療短期大学
講師：加藤清人氏（平成医療）、阿部 巧氏
（筑波大学）、長谷川龍一氏（中部大学）
内容：①介護予防事業総論とｱｾｽﾒﾝﾄ･ｱｳﾄｶﾑ
②介護予防事業の実践と効果
③スタッフの人材育成
④地域における高齢者の健康支援について
■認知症対応推進委員会議
日程：H29/3/5
場所：ケアハウスだんらん
参加者：須貝里幸氏、服部優香理氏、藤井
稚也氏、坪内貴志氏、君垣義紀氏
内容：①役員を含めた 16 名で運営を進める
②各領域内での話し合い 7/23 アップデー
ト研修会にて症例報告を作成
③地方局との連携強化
■県・市町村への訪問
日程：H29/3/8
参加者：須貝里幸氏、君垣義紀氏
訪問部署：伊藤 雄氏（県庁高齢福祉課）、
野瀬知子氏（高齢福祉課 各務原市）
内容：①岐阜県補助金事業の報告書提出
②認知症初期集中支援・介護予防事業につ
いて

学術
研修部
（渋谷）

■地域領域
日時：H29/2/5
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～
参加人数：県士会員９人、非会員２人
■身障領域
日時：H29/3/11
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
参加人数：県士会員 14 人
■老年期領域
日時：H29/2/12
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
参加人数：県士会員 13 人、非会員１人

■生涯教育推進委員会
課題：現職者共通研修・現職者選択研修ともに参加
者が減少しているため要対応
①卒前教育で参加を促す ②e-learning 導入の検討
■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％）
■H29/度現職者選択研修
老年期分野開催（27 年身障分野、28 年老年期分野）

■西濃 OT 定例勉強会
日程：H29/2/3
場所：揖斐厚生病院
講師：須貝里幸氏
内容：作業療法士、県士会に求められること
参加者：10 施設、23 名
■次回予定
日程：H29/6 月
場所：博愛会病院
講師・内容：未定
備考：新人歓迎会を予定
■各部収支報告
①３月末までに収支報告書の提出、４月第 1 週に会
計士と処理、第２週に監査実施
②議案書に掲載する H28 年度収支報告、H29 年度予
算は４月第３週までに提出
■29 年度各部会計
４月より活動費分配開始
■地域ケア会議に資する人材育成研修会
日程：H29/1/29
場所：中濃厚生病院
担当者：藤井稚也氏、君垣義紀氏
内容：①地域ケア会議と新しい総合事業における基
礎知識Ⅰ、Ⅱ ②グループワーク
参加者：12 名
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