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令和元年 第 2 回理事会

日時：令和元年 11月 9 日 13：30～17：00 場所：大垣市情報工房

出席者：須貝会長、安井氏、中根氏、吉田氏、田中氏、鈴木氏、

山河氏、森島氏、東灘氏、林節氏、君垣氏、山田氏、石川氏、加藤清氏

古桧山氏、藤井氏、川崎氏、廣渡氏、野尻氏、廣瀬武氏、渡辺氏（財務部代理）

会長（須貝）

■47 都道府県委員会

日程：令和元年７月 27 日～28 日

場所：TKP 築地新富町カンファレンスセンター

参加者：君垣氏、須貝氏

内容：

①地域包括支援システム推進委員会報告

②精神科 WG：引きこもりに対する取り組み、精神科 WG 企画研修会について

③制度対策部報告

④学術部報告

⑤災害対策室報告

⑥士会活動報告

⑦教育部（研修運営委員会）報告

⑧MTDLP 士会連携支援室報告

⑨協会事務局報告

⑩国際部報告

⑪平成 30 年度作業療法推進モデル事業報告（北海道、埼玉、石川、奈良）

⑫臨床実習指導者講習会について：情報共有

⑬教育部（養成校教育委員会）報告

⑭組織強化 WG：事務局強化について

次回 47 委員会 令和２年２月１日～２日

■日本マスターズ 2019 岐阜清流大会開会式

日時：令和元年９月 20 日 17：00～18：30

場所：岐阜グランドホテル

参加者：須貝会長 来賓出席

内容：35 歳以上のアスリートが参加するスポーツの祭典
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■厚生労働省委託事業 介護ロボットのニーズ・シーズ連携協調協議会全国設置事業

①第１回協議会

日時：令和元年８月 31 日 14：00～17：00

場所：サンビレッジ国際医療福祉専門学校

内容：①構成員紹介②事業の概要説明③介護現場の概要説明

④介護業務上の課題の調査方法についてなど

②第２回協議会

日時：令和２年 10月 14 日 14：00～17：30

場所：平成医療短期大学

内容：①推進員会報告②介護業務上の課題調査結果報告

③介護ロボット等の導入による課題解決の評価法設定、課題解決のための

新規ロボット等に必要な要素技術の抽出など

■介護ロボット岐阜フォーラム

打合せ：令和元年 10月 24 日 19：00～20：30 場所：大垣市民病院

日時：令和元年 11月 19 日 10：00～16：00

場所：大垣市情報工房 スインクホール

主催：一般社団法人 岐阜作業療法士会 運営主体：日刊工業新聞社

内容：①シンポジウム

1）行政の取り組み紹介（調整中）

2）平成 30 年度介護ロボットのニーズ・シーズ連携協調協議会成果報告（須貝）

3）介護ロボットをよりよいケア実現のためのパートナーに（森山氏）

②機器展示（14 社）

③試用レンタル企画

※当日、お手伝い要員を県士会から２名

■福祉用具サービス計画書作成研修 OT派遣

主催：日本福祉用具供給協会

①日時：令和元年７月６日

場所：羽島市

参加者：市田氏、河村氏、増田氏

②日時：令和元年８月 24 日

場所：高山市

参加者：中谷氏、手塚氏
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■第 33 回全国健康福祉祭ぎふ大会 ねんりんピック岐阜 2020

①実行委員会 第２回総会

日時：令和元年７月９日 14：00～15：00

場所：ぎふ清流文化プラザ

参加者：廣渡副会長（会長代理）

②１年前イベント、わかやま 2019 岐阜県選手団結式

日時：令和元年 11 月２日 10：00～11：00

場所：岐阜メモリアルセンター

参加者：廣渡副会長（会長代理）

■第 19 回東海北陸作業療法学会

日時：令和元年 11月 16 日～17 日

場所：アクトシティ浜松（静岡県浜松市）

開会式参加、東海ブロック士会長会議（須貝会長）、東海北陸 OT 士会長会議

座長：藤井氏、安井氏

■岐阜県リハビリテーション協議会 定例会

日時：令和元年 12 月６日 19：00～

場所：羽島市民病院

参加者：廣渡副会長、柴監事、須貝会長

■ぎふ ささえあいフェスタ 2019

日時：令和２年１月 24 日～25 日

場所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

岐阜県作業療法士枠：25 日 13：30～15：00

講演内容：「くらしの豊かさ、そしてその人らしさをささえ続ける為に～福祉用具の選定

のポイントと活用の仕方」

講師：小笠原紀子氏（株式会社ヤマシタ）←静岡県作業療法士会からの紹介

※25 日 AM に長倉寿子（厚生労働省：兵庫県 OT士会元会長）の講演あり
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■運転と作業療法委員会

①運転基礎教材

施設内で運転支援に関する資料・教育ができる教材を作成中

→ＨＰにパスワードを付けることで県士会会員のみに情報提供可能

②教習所での講習会

日程：令和元年 11 月７日

③運転と作業療法委員会の部門会議

日程：令和２年１月 11 日（大阪開催予定）

第 23 回岐阜県 OT 学会（野尻氏）

合計 624,249 円

第 23 回岐阜県 OT 学会（古桧山氏）

会場：関市文化会館

テーマ：作業療法を変える科学と哲学-未来の作業療法士のために-

特別講演：「哲学が作業療法を産み、科学が作業療法を育て-ってまだ知らないの？-（仮）」

     講師 右極 真氏（吉備国際大学保健福祉学部作業療法学会 教授）

市民公開講座：「高齢ドライバーとその家族-今からできること-（仮）」

     講師 中島 淳氏（株式会社 R-ISE 代表取締役）

生涯教育部（林節）

■生涯教育制度推進担当者会議について

日程：令和元年 12 月７日～８日

場所：東京文具共和会館

■臨床実習者指導者講習会について

10 月中に募集を開始、計 121名の応募あり

11 月８日に会議行い、100 名まで選出。

今後、全 121 名に参加の可否についてハガキにて連絡し、加えて日本作業療法士協会に

申請書や参加者名簿を送付する

地方局西濃（安井）

■西濃圏域勉強会

①西濃 OT 新人歓迎会

日程：令和元年７月６日

場所：いろはにほへと大垣駅前店

参加者：14名（内新人５名）
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■勉強会

日時：令和元年９月 13 日 19：30～

会場：西美濃厚生病院

内容：

ミニレクチャー「鍵板断裂の基本的な見方」 中島啓一郎 OTR（西美濃厚生病院）

症例検討「右鍵板断裂を呈した症例」 横井惇平 OTR（西美濃厚生病院）

参加施設数：９施設 参加者：25 名

■次回（予定）

日時：令和２年２月７日（金）19：30～

場所：サンビレッジ国際医療福祉専門学校

内容：診療参加型実習について（仮）

地方局飛騨（野尻）

院内での勉強会にとどまってしまった。

提案：高山方面で開催する研修会があれば、早めの連絡で対応可能。

地方局東濃（鈴木）

日時：令和元年 11月 10 日

講師：長野県へ講師を依頼

内容：１～２年目向けに CVA の評価

参加人数： 10 名程度

→ニーズ調査をし、みんなが知りたい内容を勉強会で行う

広報部会員向け（田中）

■次号（ごったに 95号/2019.11 発送）

発送日：令和元年 11月 27 日

内容：①巻頭言（岩砂病院・岩砂ﾏﾀﾆﾃｨ布目氏）②特集記事

③活動報告④広報部取材ページ

連載記事の締め切り：令和元年 10 月 31 日

その他：県士会主催・共催研修会案内チラシ同封

■次々号について

発送日：２月下旬

内容：巻頭言、特集記事(内容未定)、活動報告、広報部取材ページ(私の職場の強み・

  突撃となりの作業療法士)

掲載議事の締め切り日：令和２年 1 月 31 日
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■その他

・ごったに 94 号にて求人広告 2 件掲載（岐北厚生病院）

・同封チラシの印刷を広報部に依頼する部署が増えている。

基本は各部署にて同封物は用意。

■検討事項

・岐阜清流病院で担当し現在８年目となるため、そろそろ他施設へ引き継ぎたい

→山内ホスピタルに打診するも、お引き受けいただけなかった。

→現在岐阜清流病院メイン、山田病院サブで部会活動を展開中

  今後は山田病院メイン、山内ホスピタルサブ、岐阜清流病院１年サポートで検討

  （山田病院は了承、山内ホスピタルは須貝会長より再打診の結果、２名出す形で了承）

・現在、山田病院は機関紙編集部があり、機関紙編集部を岐阜清流病院に移すか？検討

広報部一般向け（吉田）

広報部のポスターを変更したい（2 年に 1 度）→来年度変更予定

毎年予算は 3 万円。ポスターの作成のみなので、啓発グッズの作成はどうか？

事業部(山田)

■報告事項

①高校生 1日体験

日時：令和元年８月６～８日

参加者：150名

②第 24 回大垣市民の健康ひろば

日時：令和元年 10月 20 日

参加者：150名程度

③RUN 伴+ほずみ

日時：令和元年 11 月３日

④第 40 回岐阜市健康まつり

日時：令和元年 11 月４日

参加者：延べ 500 名程

■検討事項

岐阜市健康祭りへの協力依頼したところ、①パワハラになるのではないか？②参加依頼書

の作成をしてほしいという意見あり。また参加依頼書があれば、病院などに活動している

場合は有給の取得や休暇が取りやすいと。

→来年度からは活動についての参加依頼書を作成予定

→県士会活動へ一時的に協力必要な活動を一覧にし、振り分けてはどうか？
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地域リハ推進部（君垣）

■認知症初期集中支援研修会

日程：令和２年１月 16 日 9：30～

担当者：三宅氏、小森氏、君垣氏

場所：大垣市情報工房

内容：①認知症初期集中支援チームの概要②認知症とともに地域で幸せに暮らすコツ～専

門職として知っておくべきこと～③グループワーク

講師：山口智晴氏

■認知症アップデート研修

日程：令和２年２月２日 9：30～16：00

担当者：長谷川氏、三宅氏、山田氏、小森氏、君垣氏

場所：大垣市情報工房

内容：①世界及び日本における認知症の課題②認知症の障害の本質と認知症原因疾患への

理解③行動・心理状態(BPSD)の原因の背景及び障害構造の理解④認知症作業療法士

におけるアセスメントとマネジメント⑤若年性認知症患者さんの体験談

■地域ケア・介護予防推進リーダー研修会

①介護予防推進リーダー研修会

令和元年９月 14 日(土) ９：00～17：00 大垣市 参加者：OT8名、PT21 名、ST1 名

令和元年 11月２日(土) ９：00～17：00 高山市 参加者：OT1名、PT3名、ST3 名

②地域包括ケア推進リーダー研修会

令和元年９月 15 日(日) ９：00～17：00 大垣市 参加者：OT5名、PT21 名、ST1 名

令和元年 11月３日(日) ９：00～17：00 高山市 参加者：OT2名、PT3名

③地域包括ケア推進リーダーアドバンス研修

令和元年 12月８日(日) ９：00～17：00 岐阜市

令和元年 11月２日(土) ９：00～17：00 高山市

④介護予防推進リーダーアドバンス研修

令和元年 12月 7 日(土) ９：00～17：00 岐阜市

■地域包括ケア会議

１）大垣市

参加者：藤井亜希子氏、吉田麻子氏、成田公美氏
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■認知症の人の生活推進委員会

令和元年 11月９日～10 日

会場：TKP 築地新富町カンファレンスセンター

参加者：加藤氏（デイサービスロコモきりん）、君垣氏

■地域ケア会議および介護予防・日常生活支援事業に関する人材育成研修会

令和元年８月３日～４日

会場：TKP 築地新富町カンファレンスセンター

参加者：山田氏、坪内氏

学術研修部(東灘氏)

■学術部研修会

①身体障害領域：企画 中島啓一郎氏

日時：令和元年９月 15 日(日)

テーマ：失語症の症状分類とその評価

講師：藤田高史教授(星城大学)

参加者：23名

②発達障害領域：企画 後藤昭道氏

日程：令和２年１月 13 日（月・祝） 13：30～16：30

テーマ：学童保育×作業療法

会場：OKB ふれあい会館

③精神障害領域：企画 堀 祐太郎氏

日時：令和２年２月頃

テーマ：薬物療法基礎知識から病気の症状ではなく副作用かもしれませんよ？（仮）

   （現在の薬物療法基礎知識を共通認識にする）

講師：調整中 田邉友也氏（訪問看護ステーションいしずえ 精神科認定看護師）

会場：確認中 瑞穂市総合センター

③老年期作業療法

担当者不在のため、未定

■来年度

来年度からは東灘→中島啓一郎氏へ理事交代

現職者研修部（森島）
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■活動報告

1）第 1 回現職者共通研修

日程：令和元年 8 月 18 日(日) 9：00～17：00

場所：平成医療短期大学

参加者：県士会 28 名、他県士会員 4 名

■今年度の収支

第 1 回現職者共通研修 収入：89.500 円 支出 46.198 円 収支 43.302 円

第 1 回現職者選択研修 収入：180.480 円 支出 139.141 円 収支 41.339 円

今年度合計 収入：269.980 円 支出 185.339 円 収支 84.641 円

■今後の活動予定

１）第２回現職者共通研修

日時：令和元年 12月 15 日

場所：平成医療短期大学 Ｆ館

内容：①事例報告と事例研究 大垣市民病院 須貝会長

   ②事例検討、事例報告

２）第２回現職者選択研修

日時：令和 2 年 2 月 23 日

場所：近石病院 6階会議室

内容：老年期障害領域

■検討事項

参加人数が会場の上限を超えてしまったらどう対応したらよいか？

→上限に達した時点で締め切り、又は先着順。
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岐阜県リハビリテーション協議会（柴）

■設立総会

第一回代議員総会

日程：令和元年 6 月 30 日

■リハビリテーション啓発事業

①高校生一日体験（ST 士会担当）

②高校へのリハ職の紹介まんが配布 県内高校 87校

チーム医療推進協議会「まんがでわかるメディカルスタッフ（POS）」

③地域包括ケア推進事業

1）各士会と調整

・介護予防推進リーダー研修 Basic/Advance

・地域包括ケア推進リーダー研修 Basic/Advance

2）自治体との事業契約打ち合わせ

・関市 介護保険個別専門職派遣事業

（専門職＝リハ、薬剤師、歯科医の派遣、助言の依頼）

・各務原市 「地域リハビリテーションを基盤としたまちづくり協定書」

      サロン、認知症対策推進、介護予防事業（フレイルなど）

④災害リハ

1）災害リハ研修会 日程：令和元年 11 月 10日

2）令和元年台風 19号災害での RRT と全国 JRAT、岐阜 JRAT との情報共有、派遣体制整備

3）地域 JRAT 全国研修会 日程：令和元年 11月 30-12 月 1 日（東京）

総務部（木下）

■今年度活動費

活動費が必要な部署はメールにて連絡を。

（連絡先）

羽島市民病院 リハビリテーション科 木下大輔

mail：zaimu@gifu-ot.com

■12 月までの会計報告

4 月～12 月までの会計報告を令和 2 年 1 月 17日（金）までに
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会員情報部・IT部・総務部（山河）

■IT 部

メール登録数：510名（85％）、送信不能 42 名（7％）、未登録 46 名（9％）

メール配信：38 件（事務連絡 3 件、他団体研修会案内 14 件、岐阜県士会主催の研修会案

内 18 件、県学会案内 1 件、東海北陸学会案内 0 件）

報告：①メール送信不能への文書での通知について

40 名以上の会員に対して、紙面で通知した。受信許可設定方法についても伝えた。結果、

12 名の再登録手続きあり。

②メール配信システムの料金値上げについて

月額 2.000 円→月額 3.000 円（税別）へ

■臨床実習指導者講習会ホームページ作成

報告：参加申し込みフォーム、問い合わせフォーム、会場への案内地図を掲載。

■メール配信へのファイル添付について

基本的にはメール配信はテキストメールのみ。ファイルは HP 掲載でメールに URL を掲載。

■会員情報部

・会員数：598 名（10 月末現在）、今年度入会者 56名。

・協会会員管理システムにおける付帯情報未入力会員への入力更新の依頼について

■総務部

①リーダー養成研修会（金沢市）

日時：令和元年 11月 30～12月 1 日

場所：金沢市（金沢大学サテライトプラザ）

参加者：加藤啓介氏、加藤貴恵氏、浅野貴咲氏（以上、GK 訪看ステーション）

田原涼馬氏（山田病院）、森島圭佑氏（河村病院）計 5 名

参加費：1 県あたり 25,000 円、宿泊費約 6,000 円/人、交通費（JR）約 12,000 円/人

■総務部から旅費を支給する出張

・ねんりんピック岐阜 1 年前イベント（11/2）：廣渡副会長

・東海北陸学会座長（11/16-17）：藤井氏、安井氏


