＜一般社団法人 佐賀県作業療法士会 理事運営会議 議事録＞

日時：平成 28 年 5 月 24 日（火）19：00～21：00

場所：アバンセ 佐賀県立男女共同参画センター ４階研修室 （佐賀県佐賀市天神 3-2-11）
出席：倉富会長、山口副会長、小池副会長、江渡、前田、中倉、熊谷、原、藤原、佐藤、寺﨑、村岡、野崎、
松尾、鶴田、本山、石原、堀（18 名）

Ⅰ．報告事項
１．OT 協会関連
１）第 1 回 47 都道府県委員会
・期日：平成 28 年 4 月 23 日（土）・24 日（日）
・場所：TKP 田町カンファレンスセンター（東京都）
・出席者：倉富会長
→組織強化（入会率を如何に上げるか。新潟県は非会員に旅費を払って説明会に参加してもらった。
）
地域作業療法支援（PT・OT・ST との連携、一般社団法人化、補助事業の取り扱い。事務機能の強化が課
題）
認知症（認知症の人の生活支援推進委員会）
2）社員総会
・期日：平成 28 年 5 月 28 日（土）
・場所：日経ホール（東京都）
・出席者：倉富会長、山口副会長、江渡理事
3）第 2 回 47 都道府県委員会及び都道府県連絡協議会総会
・期日：平成 28 年 5 月 29 日（日） 9：30～16：30
・場所：TKP 田町カンファレンスセンター（東京都）
・出席者：倉富会長
→都道府県連絡協議会総会発展的解散が議論される予定、佐賀県の地域ケア会議における OT 参加の現状
を報告する予定
4）50 周年記念事業関連
①記念式典
・期日：平成 28 年 9 月 25 日（日）
・出席者：各県士会より 2 名参加。1 名は OT 協会負担。1 名は県士会負担

・会場：ハイアットリージェンシー東京
→参加者未定
②県士会事業
・県士会からの提案：OTフェスタ及び小・中学生向けの広報活動（広報誌作成）
・協会からの予算：443,000円
5）MTDLP 関連
・MTDLP 全国推進会議

・期日：平成 28 年 6 月 11 日（土）・12 日（日）
・出席者：小池副会長（推進委員長）、寺崎事業部長
6)地域ケア会議に資する人材
・期日：平成 28 年 6 月 25 日（土）・26 日（日）
・場所：TKP 新橋内幸町カンファレンスセンター（東京都）

7）第 7 回 全国訪問リハビリ管理者研修会（5 月 20 日・21 日：タイム 24 ビル）
・出席者：米田監事
2．九州士会長会関連
1）第 1 回九州地区作業療法士会士会長会議
・期日：平成 28 年 5 月 28 日（土） 17：30～18：30
・場所：未定
・出席者：倉富会長
→H27 年度事業報告、決算報告。H28 年度事業計画、予算難。熊本震災への対応。
3.県関連
1）佐賀県在宅生活サポートセンター関連
・平成 27 年度の決算で単年度の欠損が 263 万円ほど発生したため、累計で 55 万円程の債務超過の状態。来
年度も債務超過であれば母体の県士会が負担することになる。
・介護福祉士会理事との合同会議
7 月 15 日（金）の予定 理事は参加をお願いします。
2）佐賀県教育庁との連携
・4 月 12 日（火） 佐賀県教育長 古谷宏氏、学校教育課参事 宮崎 耕一氏、特別支援教育室長 馬場 浩
輔氏に倉富会長が面談
・高齢者体験や車いす体験、特別支援教育への県士会の活用を依頼する
4.県士会関連
1）３士会合同での対応
・それぞれの総会で承認後、一般社団法人化申請
・医療介護総合基金事業県連
→認知症関連は県からの委託事業と変更、介護ロボットは予算の縮小 30 万円
2）認知症の人と家族の会
・総会及び研修会：平成 28 年 5 月 8 日
・出席者：倉富会長、寺崎部長
・森会長より認知症カフェも含め OT 士会が対応してくれたこと。また、例会に会員を派遣してもらってい
ることに感謝をこめて報告される。→専門職として認知してもらえかけており今後も継続が必要
・6 月 25 日・26 日 認知症と家族の会九州ブロック大会→ボランティア派遣依頼あり
3）NPO 法人はがくれ呼吸ケアネット
・8 月 7 日 「2016 佐賀肺の日」の後援依頼あり → 承諾書提出
4）佐賀県難病支援ネットワーク

・総会：平成 28 年 6 月 11 日
・出席者：山口副会長
5）医療介護連携推進委員会作業部会
・6 月 7 日
・出席者：山口副会長
6）JRAT 関連

・4 月 14 日に発生した熊本震災後の対応で佐賀県への派遣要請あり。山之内 直也医師、小柳前 PT 士会
会長、緒方 ST 協会会長が 4 月 21 日～23 日 熊本の JRAT 現場事務所で対応。作業療法士会は 2 回目
の派遣要請時に対応することとした。

Ⅱ．協議事項
１．県士会関連
1）OT 協会 地域ケア会議に資する人材
・出席者：山口副会長、熊谷事務局長
2）MTDLP 関連
・暫定ファシリテーターの推薦
→野田 OTR（ひらまつ病院）、佐々木 OTR（服巻病院）にて対応
3）地域ケア会議
・伊万里地区、神埼市から委員の推薦依頼
伊万里地区：→6 名選出している
神埼地区：→藤原広報部長を県士会より推薦
・佐賀中部広域介護保険組合は今年度から開始予定なので派遣依頼
窓口：谷口

宏明氏（参事）、橋本

小百合氏

→11 月から開始予定。以前会員から記入してもらったアンケートをもとに打診していく
4）震災被災地への義捐金
・熊本県：10 万円
・大分県：5 万円
→本日 5/24 振り込み済み
5）JRAT 関連
・佐賀県士会窓口：川辺前事務局長だったが退会後、不在
→熊谷事務局長で対応していく
・防災マニュアル

Ⅲ．各部局からの報告および検討・審議事項
① 学術局（江渡学術局長より報告）
１）協賛金研修 3 団体→承諾済み

２）県士会費未納者について→未納者の確認。納入を促し、会費納入率をあげていく。

３）士会長裁量ポイントについて→今後は、各部局長より申請してもらえると助かる。対象者名とポイント数
（1or2 ポイント）、その理由も含めてお願いしたい。
②学術部（前田学術部長より報告）
１）学術研修会関連

・第 56 回：テーマ「集団作業療法」
。6 月 12 日（日）東西松浦地区で予定。講師は 27 年度と同じく、川口先
生（結城病院）で進めている。前日に closed であるが集団のデモを行う予定。

5 月 24 日時点で 14 名の参加申し込み。締め切りが 6 月 3 日。広報をお願いしたい。

・第 57 回：テーマ「就労支援」
。10 月 23 日（日）佐城地区で予定。講師は岩永竜一郎先生（長崎大学）
。

会場が見つからず 80 名規模の会場を探している。良いところがあれば、前田部長へ。今のところサポートセ

ンターでの開催が有力。

・第 58 回：テーマ「回復期」
。11 月 20 日（日）鳥栖三神地区で予定。講師は小林央先生（大田市立病院）
、
椎野良隆先生（竹田綜合病院）の予定。

・第 59 回:テーマ「認知症の作業療法」講師は上城先生で調整中。

② 教育部（中倉教育部長より報告）
１）現職者共通研修

・共通研修：5 月 22 日（日）りふれにて実施。121 名参加。

・選択研修（予定）
：7 月 10 日（日）身体障害領域：武雄市文化会館

7 月 24 日（日）MTDLP 基礎：アバンセにて実施予定。
（今年度より、MTDLP 基礎研
修は現職者選択研修に組み込まれている。詳細は協会 HP にて確認して下さい。
）

・その他：教育部で PC を購入している。

③ 事務局（熊谷事務局長より報告）
・会員数：527 名 （退会申請を出していない会員が一定数存在し、名簿から外せない会員もいる）
・会員名簿の管理を行っている。必要なときはその都度最新版を送る。→PASS をかける

④

庶務部(堀より報告)

・県士会の封筒を大同印刷より購入した。

⑤広報部（藤原広報部長より報告）
１）広報誌について→作成中
２）HP について
・県外からの研修会掲載依頼が増えている。とりあえず全て掲載しているが、どこまで載せて良いものかの判
断基準がつけにくい→山口副会長ほか複数人で、内容のチェックを実施

⑥事業局（佐藤事業局長より報告）

１）特別支援教育への OT 参画について（別紙資料③）

・佐賀県内における現状の把握、制度に関する情報交換、研修会など開催していく予定。
・発達領域などのパンフレット等作っていけたらとも考えている。

⑦事業部（寺﨑事業部長より報告）
１）OT フェスタ

・平成 27 年 9 月 25 日（日）に開催。
→早めに HP にて広報していく。

⑧福利部（村岡福利部長より報告）

１）第 17 回佐賀県作業療法学会懇親会開催

・平成 28 年 5 月 14 日（土）鳥栖市内にて開催。参加者 54 名。

・学会にて T シャツ配布。今までに計 358 名の会員に配布している。

⑨佐城地区（野崎部長より報告）
特になし。

⑩東西松浦地区（本山部長より報告）

１）地域ケア会議の開催ならびに OT 派遣依頼。

・伊万里市地域包括支援センターより依頼。伊万里地区中心に地域ケア会議へ OT 士会より推薦者を 6 名選出。
6 月 15 日より、偶数月で開始される予定。

⑪鳥栖三神地区（松尾部長より報告）

１）第 17 回佐賀県作業療法学会について

・学会参加者 115 名、スポーツフェスタ参加者 85 名であった。スポーツフェスタのトロフィーは持ち回りに
している。

⑫杵藤地区（鶴田部長より報告）
１）懇親会について

・地区の懇親会を 7 月に予定している。

⑬生活行為向上マネジメント推進委員会（小池部長より報告）
（別紙資料⑤）
１）生活行為向上マネジメント事業関連

・今後、講師およびファシリテーターを育成していく必要がある。今年度は暫定ファシリテーターを 2 名まで
置いて良いことになっている。

→野田 OTR（ひらまつ病院）、佐々木 OTR（腹巻病院）に依頼予定。
・事例検討会：6 月 18 日、8 月 28 日（サポートセンター）
・平成 28 年度指導者研修：2 月 11 日、12 日

参加予定

⑭在宅生活サポートセンター運営委員会（石原委員長より報告）
１）事業計画について

・平成 28 年度事業計画の見直しを行っている。印刷費、講師謝金、交通費などを中心に削減している。
→年度中の途中経過なども把握しながら計画をもってすすめていく。

⑮県士会員のエキスパート育成事業
１）シーティング研修

・8 月 27 日：緑生館（講師－村岡部長）

・11 月 26 日：白石共立病院（講師－寺崎部長）
２）認知症研修
・一連のコースを終了した人には修了証などを発行してはどうか。
３）福祉用具

・先日のアンケートにて、協力できそうな参加希望者が 35 名ほどいる。
→職場からの派遣許可等の調整も必要

サポートセンター内の福祉用具の選定、技術の普及を行っていく。
以上
次回、理事運営会議 7／12（火）19：00 会場：アバンセにて

