
＜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 7月 12 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、山口、小池、江渡、前田、中倉、熊谷、原、藤原、佐藤、寺﨑、野崎、 

鶴田、本山、米田、堀（16 名） 

 

Ⅰ．報告事項 

１．OT 協会関連 

１）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 

※ 平成 27 年度 事業報告及び決算報告承認 

  2）第 2回 47 都道府県委員会 

・期日：平成 28 年 5 月 29 日（日） 9：30～16：00 

・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 

※ 地域包括ケアシステム構築のための体制作りで佐賀県の状況を報告 

※ 認知症OT推進委員を各県士会から推薦依頼 → 佐賀県から小池副会長を推薦 

  3）都道府県連絡協議会総会 

・期日：平成 28 年 5 月 29 日（日） 16：00～17：30 

・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、この総会をもって解散 

  平成 28 年度は残務整理をする。OT協会 50 周年記念式典への出展を企画中。 

4）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）、寺﨑事業部長 

5)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） 

・出席者：山口副会長、熊谷事務局長 

→地域ケア会議に向けての人材育成が急務となっている。 

地区担当理事で参加希望者を集約し、研修会を実施していく。 

  6)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 



  7）50 周年記念事業関連 

   ・小・中・高向けのパンフレット・マンガを印刷 → 各 2,000 部 

   出前授業やサポートセンターで配布していく予定 

   パンフレットは一部表現が不適切な部分があり、印刷の際差し替え可能か検討する。 

   ・OT フェスタ マグネット 事業部で案作成→承認 

 

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：TKP 田町カンファレンスセンター（東京都） 

・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、予算案。→承認。 

※ 熊本・大分震災への対応。→県士会からの負担金の一部を義捐金として送る。承認。 

 

 3.県関連 

1）佐賀県在宅生活サポートセンター関連 

・7月 15 日 介護福祉士会理事との合同会議 

2）佐賀県教育庁との連携 

・6月 23 日（木） 学校教育課参事 宮崎 耕一氏、特別支援教育室長 馬場 浩輔氏に江渡学術局長、佐

藤事業局長が面談→詳細は事業局報告欄記載 

・特別支援教育への県士会の取り組みを説明する 

3）認知症ケアに携わる者のリハビリテーション研修事業 

・リハ 3団体から医療介護総合基金事業へ申請していたが県からの委託事業へ変更 

・予算 1,843,000 円  

・県内の医療機関・介護保険事業所等に勤務する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士向け 4回 

・県内の介護保険事業所に勤務する介護職員 4回 

・西九州大学 上城 憲司氏を中心に実施予定 

4）精神障がい者スポーツ大会 

・10月 7日 勤労身障者教養文化体育館で開催予定 

・7月 21 日 佐賀県庁スポーツ課 堤氏 佐賀県障がい者スポーツ協会 山口氏と打合せ  

倉富会長対応 

 4.県士会関連 

  1）３士会合同での対応 

   ・7月 5日 運営委員会 

   ・それぞれの総会で承認を得られたので一般社団法人化申請準備 

→役員として現在の運営委員が理事・監事に就任する。 

 理事は各団体から 3名、監事は OT 1 名、ST 1 名。 



→8月 1日 登記予定日 

   ・設立後の予定：3団体会長で県及び医師会へ挨拶まわり 

   ・平成 29 年 1 月 14 日（土） 15：00～18：00 記念式典 グランデはがくれ 

  2）認知症の人と家族の会 

   ・6月 25 日・26日 認知症と家族の会九州ブロック大会 

→ボランティアとして会員 5名を派遣（事前にアンケートを実施。対応できる会員を募った。） 

・伊万里地区で認知症カフェへの立ち上げへの会員の協力 

→山のサナーレ・クリニックの末次智子会員を中心に行動予定：事業部との連携予定 

3）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 

4）医療介護連携推進委員会 

①作業部会 

   ・6月 7日  

   ・出席者：山口副会長 

   ②介護職員資質向上研修会への講師派遣 

   ・7月 14 日 ①生活行為向上を目指した介護のコツ 熊谷 隆史氏（緑生館） 

          ②福祉用具の活用方法のコツ 前田 憲志氏（服巻医院） 

   ・7月 22 日 ③認知症のリハビリテーションのコツ 上城 憲司氏（西九州大学） 

 5）福祉用具エキスパート事業関連 

  ・福祉用具エキスパート事業に携われる会員を募集 33 名から応募あり 

   今後は以下の役割で４班に分け活動していく予定 

  ・6 月 28 日 在宅生活サポートセンターで顔合わせ及び H28 年度の事業計画・役割分担を確認 

   22 名＋倉富会長・石原所長・中西副所長 

  ・委員長：島ノ江 寿氏（緑生館）、事務局長：植田 友貴氏（西九州大学） 

  ・役割分担：①介護ロボット普及事業班、②サポートセンター関連：新家屋展示品選定班、 

③リハビリ工房班、④来場者の相談対応班 

   6)佐賀県医療関係団体連合会役員会 

  ・佐賀県医師会をはじめとして 22団体で構成 

  ・役員会：平成 28年 7月 21 日（木） 

  ・出席者：山口副会長 

  7）神埼市地域ケア会議推進委員 

  ・藤原 和彦広報部長（西九州大学）を推薦 

Ⅱ．協議事項 

１．OT 協会関連 

1）OT 協会 50周年記念式典（参加費：2万円） 

・日時：2016年9月25日（日） 



13：00～14：30 記念式典（受付：12：00～） 

15：00～17：00 祝賀会（受付：14：15～） 

・会場：ハイアットリージェンシー東京（新宿区西新宿2－7－2） 

記念式典「桃山」（地下1階） 祝賀会「センチュリールーム」（地下1階） 

※ 出席者 2名 →倉富会長、山口副会長で出席予定 

 

 2 九州士会長関連 

  １）臨床実習指導者研修会 

  ・平成28年10月29日（土）～10月30日（日） 

   ・くまもと県民交流館パレア 

  ※ 1名の受講者派遣（旅費は県士会が負担）  

    運営委員の派遣（旅費は九州士会長会が負担） 

    これまでの受講者：中尾 亮太氏（神野病院）、山嵜 正信氏（ひらまつ病院） 

    →服巻医院 佐々木絵里氏に打診 承認。 

 3．県士会関連 

  1）リハ 3団体協議会 

  ・代議員の選定 会員数 100 人に対し 1人 

  ・H28 年 3月末の会員数に応じて決定 

  ・組織図作成→3団体の事務局長で検討。たたき台を作成予定。  

  2）地域ケア会議派遣会員の選定 

  H30 年度より全市町村での実施が義務づけられる。現在県内で実施されている地区の把握を行う必要がある。

今後の助言者は 3団体を通して派遣していく予定→承認。 

 

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） 

集団作業療法研究会の SIG 認定を準備中 

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）実施。23名の参加。 

・第 57 回：テーマ「就労支援」。発達障害、精神障害分野を対象予定。 

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）。 

 会場はひらまつ病院に依頼中。 

・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）現職者選択研修 

・身体障害領域：7月 10日（日）武雄市文化会館にて実施。55名参加（県外より 8名参加）。  

・MTDLP 基礎研修：7月 24 日（日）アバンセにて実施予定。現在 50名申し込み済み。 

２）現職者共通研修 

・8月 7日（日）緑生館にて実施予定。 

③ 事務局（熊谷事務局長より報告） 

・会員数：541 名  

・アンケート 180 名回収（地域ケア会議、福祉用具相談等の事業に対する参画希望について） 

④ 財務部(原財務部長より報告) 

特になし。 

⑤広報部（藤原広報部長より報告） 

 ・県士会 HP求人掲載依頼についてのフォーマットを作成している。 

 料金設定等についてはどうするか今後検討していく 

 ・広報誌作成中 

⑥事業局（佐藤事業局長より報告） 

１）佐賀県との連携について 

・県士会として、特別支援教育や巡回相談等にも積極的に関わっていきたい。 

・学校の児童だけではなく、教員のストレスケアなどのニーズもある。 

・うれしの特別支援学校公開講座講師派遣等継続的に行っていきたい。 

２）平成 28 年度佐賀県立うれしの特別支援学校公開講座講師派遣 

→8月 2日（火）佐藤事業局長、江渡学術局長派遣 

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）10:00~16:00 に開催 

・会場が先方の都合でキャンセルされ、モラージュ佐賀 2Fサンキ前へ変更。 

 ２）認知症カフェ 

 ・新規立ち上げとなる伊万里地区との連携を進めていく。 

 ３）広報誌掲載 

 ・社会福祉協議会が作成している学生配布向けノートに医療福祉関係の仕事内容が掲載されている。OT も掲載

している。 

⑧佐城地区（野崎部長より報告） 

特になし。 

⑨東西松浦地区（本山部長より報告） 

１）啓発事業 

・7月 16 日 伊万里の訪問リハにて POS 合同で啓発事業を実施予定。 

⑩杵藤地区（鶴田部長より報告） 

特になし。 



⑪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） 

以上 

 

次回、理事運営会議 9／13（火）19：00 会場：アバンセにて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


