＜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 11 月 15 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、寺﨑、村岡、鶴田、松尾、本山、堀（14 名）

Ⅰ．報告事項
1. OT 協会関連
1）OT 協会 50 周年記念式典
・平成 28 年 9 月 25 日（日）
：ハイアット リージェンシー東京
・佐賀県士会から倉富会長、山口副会長が出席
2）第 3 回

47 委員会

・平成 28 年 9 月 24 日（土）
：TKP 新宿カンファレンスセンター
・倉富会長 出席
・主な内容：組織強化、認知症対策、地域ケア会議、来年度の事業
→協会の組織率が 70％（約 54000 人）
。組織率を上げていく必要がある。
→地域ケア会議への OT 参加を推進していく。
3）平成 28 年度災害支援ボランティア研修会
・平成 28 年 11 月 13 日（日）開催
・熊谷理事・前田理事を派遣
→熊本地震災害における JRAT 活動報告、台風 10 号（岩手支援）に関する支援活動についての報告
20 士会計 40 名の参加。今後は協会の災害対策本部と各士会の災害対策委員会と連携し、有事の際には対応
できるよう整備していく必要あり。今後、佐賀県士会として整備していくものとして、
①災害マニュアルの整備（佐賀県が被災地となった場合の受け入れマニュアルも作成）
②会員の安否確認の方法、体制作り
③災害に関する意識向上のための研修会企画
④関連団体との連携強化（医師団体・リハ専門職・JARAT など）
4）平成 28 年度認知症作業療法推進委員会議
・平成 28 年 11 月 19 日（土）
・20 日（日）開催
・小池副会長・仙波会員（佐賀大学医学部）を派遣
2. 九州士会長会関連
1）第２回九州地区作業療法士会士会長会議及び合同士会長会議
日時：平成 28 年 11 月 11 日（金）
(1) OT 九州支部会（15：00～16：30）
・会場：鹿児島県市民文化ホール
・出席者：倉富会長
・議題
①平成 29 年度事業予定

②合同学会関連の確認:鹿児島・宮崎・沖縄
・鹿児島学会：類似演題への対応→募集要項へ記載する
③臨床実習指導者養成研修会 報告
④九州作業療法士会長会主催「リーダー養成研修会」：平成 29 年 1 月 21 日・22 日開催
⑤合同学会 6 巡目の協議：作業療法士会としては継続を希望していることを伝える。
※都道府県作業療法士会連絡協議会が今年度をもって解散する。それに伴う、名称の変更
九州地区作業療法士会支部長 → 九州作業療法士会会長
平成 29 年度・30 年度は佐賀県士会が担当
(2) 九州 PT・OT 合同士会長会議（17：00～19：00）
・報告事項
①九州理学療法士・作業療法士合同学会 2015 報告(大分)
②合同学会監査報告
③九州理学療法士・作業療法士合同学会 2016 進捗状況(鹿児島)
④九州理学療法士・作業療法士合同学会 2017 進捗状況(宮崎)
⑤九州理学療法士・作業療法士合同学会 2018 進捗状況(沖縄)
・議題
①平成 28 年 3 月 31 日現在の OT 会員数の確認
②問題演題にかかるペナルティーについて（類似演題があった）
③合同学会の今後の方向性について
・6 巡目について協議：・理学療法士会から 6 巡目からは別々の開催が提案され、最終的には多数決で第 4
回沖縄学会をもって合同学会を終了する。
・平成 31 年度からの九州作業療法学会（仮称）については第 3 回支部長会議（1 月 21 日・22 日延岡開催）
で協議。平成 31 年度は OT 協会全国学会が福岡での開催が決まっている。
3. 県士会関連
1）作業療法フェスタ
・平成 28 年 9 月 25 日 開催
・詳細は事業部報告次項参照
2）PT・OT・ST 士会合同の訪問リハビリステーション研修会
・期日及び会場：平成 29 年 2 月 11 日（土）
・12 日（日）佐賀県医療センター好生館
・予算：20 万円。PT 会、OT 会、ST 会 6：3：1 の比率で出資。ＯＴ県士会６万円
・当日対応者：実行委員＋3 名（受付・接待・会場係）
・懇親会：2 月 11 日 懇親会参加者募集
3）佐賀県在宅生活サポートセンター関連
①テクノエイド協会 介護ロボット普及啓発事業 昨年に続き実施
②介護の日のイベント

11 月 12 日（土）
・13 日（日） サポートセンターで開催

・福祉機器の展示及びシーティング研修
③佐賀県内の行政・地域包括支援センター及び老健・特養を訪問→センターの周知に努めている

4）佐賀がんリハ研修会第 4 回
・佐賀がんリハ研修会主催で 10 月 1 日・2 日に開催。佐賀大学医学部看護学科教室
・作業療法士コーディネーターとして琴浦健二氏、堀邦広氏が担当
5）佐賀リハビリテーション 3 団体協議会
・平成 29 年度佐賀県地域医療介護総合確保基金事業（介護分野）へ申請
・平成 28 年度佐賀県地域医療介護総合確保基金事業（介護分野）へ実施
①介護ロボット導入支援事業：
平成 28 年 12 月 3 日（土）及び平成 29 年 1 月 21 日の 2 回開催
②介護予防推進リーダー研修事業、
・地域ケア会議：平成 28 年 10 月 30 日（日）及び平成 28 年 11 月 6 日（日）の 2 回開催
・介護予防：平成 29 年 2 月 4 日（土）
・5 日（日）の 2 回開催
③リハビリテーション介護技術研修会
・平成 29 年 3 月 5 日（日）
・12 日（日）の 2 回開催（5 日：移乗、移動 12 日：栄養）
6）
「新たな財政支援制度」に係る事業（ADL・IADL の理解と支援について）
・1 回目：12 月 19 日 伊万里地区で実施 50 名参加予定
・2 回目・3 回目：平成 29 年 1 月 佐賀地区で実施予定
7）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業（佐賀県からの委託事業）
・リハ職向け研修会：5 回開催
・介護職向け研修会：5 回開催
・窓口は上城認知症エキスパート事業委員長
8）地域ケア会議地域別支援
・山口副会長、熊谷理事で対応
→10 月 14 日東西松浦地区「地域ケア会議情報交換会」実施（26 名）
10 月 25 日杵藤地区「地域ケア会議情報交換会」実施（18 名）今後は三神地区、佐城地区で予定
9）高次脳機能障害関連
・研修会：
「高次脳機能障害者との生活のために」
・日時：平成 28 年 12 月 4 日（日） 14：00～16：30
・会場：メートプラザ佐賀（佐賀市兵庫町大字藤木 1006-1）
10）介護保険事業連合会関連
・研修会：
「地域包括ケアシステムの実現に向けて多職種で考える」 参加費 3,000 円
・日時：平成 28 年 12 月 6 日（火） 10：00～17：00
・会場：マリトピア（佐賀市兵新栄東 3-7-8）

Ⅱ．協議事項
1. 佐賀県リハビリテーション 3 団体協議会関連
①平成 29 年 1 月 14 日

一般社団法人化記念式典（15：00～ グランデはがくれ）

→会員への周知と式典への参加

2．九州士会長関連
1）研修会
①平成 29 年 1 月 21 日・22 日のリーダー養成研修会への派遣
→検討
②平成 29 年度 臨床実習研修会担当県 → 県士会担当者を決めて対応するか
2）来年度の九州士会長会会長県→任期は 2 年（平成 29 年度～30 年度）
・県士会の役員任期に伴う対応
3．佐賀中部介護保険広域連合
・地域ケア会議を開催するので会員の派遣依頼あり
4．その他
・平成 29 年度 県士会学会
→東西松浦地区にて開催予定 6 月後半で調整中

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）
・12 月 3 日 学術局（学術部・教育部）会議 場所：緑生館

2.

学術部（前田学術部長より報告）
1) 学術研修会関連
・第 57 回：テーマ「就労に対する作業療法士としての関わり～就労前支援から就労中のフォローまで～」
発達障害分野を対象。
日にち：10 月 23 日（日）場所：ひらまつ病院 講師：岩永竜一郎先生（長崎大学）首藤 龍彦先生（社
会福祉法人東方会 地域生活支援課長）→25 名の参加
・第 58 回：テーマ「急性期・回復期における生活期への関わり方と連携について～地域包括ケアシステム
に関する作業療法士の役割～
日にち：11 月 20 日（日）場所：サンメッセ鳥栖 講師：小林 央先生（大田市立病院）、椎野 良隆先生
（竹田綜合病院）
・第 59 回:テーマ「認知症初期集中支援」
日にち：平成 29 年 2 月 26 日 場所：武雄市文化会館 講師：山口 智晴先生（群馬大学）

3. 教育部（中倉教育部長より報告）
・生涯教育推進会議 10 月 15.16 日（東京）参加 詳細は次回会議にて報告
4. 事務局（熊谷事務局長より報告）
1) 会員状況（2016.11.15 現在）
・県士会会員数：544 名（OT 会員所属施設 125 施設、自宅会員 19 名）
※会員管理システム上の協会会員数：604 名（604－512＝92 名が協会員であるが県士会非会員）
2) 研修会などに関する案内
・研修会などの案内を郵送する際は最新の施設一覧（自宅会員を含む）を利用ください。事務局（熊谷）ま
で問い合わせください。

3) 佐賀県リハ 3 団体協議会の HP 掲載
・広報部に依頼予定。トップページに 3 団体設立の経緯と挨拶、定款、研修会案内を掲載。
4) 福祉用具相談支援システム合同業務連絡会
・12 月 10 日、11 日開催→寺崎事業部長参加
・現在県士会に 5 名のアドバイザーをおいているが、今年度の任期終了後は福祉用具エキスパート人員よ
り選出していく→承認
5. 財務部（原財務部長より報告）
・今年度の会費が 5 割しか納入されていない。コンビニ振り込みなどもできるようにしていく。
6. 庶務部（堀より報告）
・平成 28 年度士会接続システム講習会
日にち：12 月 10 日（土）TKP 神田駅前ビジネスセンター（東京）参加予定
7. 事業部（寺﨑事業部長より報告）
1) 2016

OT フェスタ

・平成 27 年 9 月 25 日（日）10:00～16:00 に開催
・会場：モラージュ佐賀 2F サンキ前
→アンケート 89 件回収
体験者の年齢（～10 代-44 名 10 代-19 名 20 代-2 名 30 代-10 名 40 代-5 名 50 代-2 名

60 代-5 名

70 代-2 名）
・体験イベントにおいては自助具作成、車椅子にて wii を使ったゲーム、心理検査の参加が多かった
・
「作業療法を知っていますか？」の yes.no ボードでは、知っている人は 4 割
→好評のうちに終了
8. 福利部（村岡福利部長より報告）
・特になし
9. 東西松浦地区（本山部長より報告）
・10 月 14 日 地域ケア会議に関する研修開催→26 名の参加。今後地域ケア会議の依頼があれば、参加者に
声をかけていく
・県学会を 6 月 25 日で調整中
10. 鳥栖三神地区（松尾部長より報告）
・1 月 10 日「地域ケア会議情報交換会」
11. 杵藤地区（鶴田部長より報告）
・10 月 25 日 杵藤地区「地域ケア会議情報交換会」実施（18 名）
・11 月 18 日 白石地区「これからの街作り研修会」実施予定
12. 県士会員のエキスパート育成事業（江渡学術局長より報告）
1) シーティング研修
・アセスメント基礎研修 11 月 26 日：白石共立病院（講師－寺崎部長）14 時～
→将来的には相談支援窓口も設置していく予定
2) 地域包括ケアシステム

・地域ケア会議情報交換会を引き続き継続していく
3) 福祉用具エキスパート事業
・現在県士会員のうち、38 名が参加中
→4 班に分け（介護ロボット・シーティング・サポートセンター展示選定・リハ工房）、土曜日半日（月
に１～２回）交代で活動していく。来年１月から活動できるように調整中
13. 佐賀県リハビリテーション 3 団体事業について（山口副会長より報告）
・10 月 30 日、11 月 6 日 佐賀県リハビリテーション 3 団体協議会
「地域ケア会議に資する人材育成研修会」実施（OTR18～22 名）
→1 日目 48 名（理学療法士 19 名、作業療法士 18 名、言語聴覚士 11 名）＊午後のみ 1 名を含む
2 日目 52 名（理学療法士 19 名、作業療法士 22 名、言語聴覚士 11 名）＊午前のみ 1 名を含む
述べ参加者 100 名、2 日間全ての講習に参加された方に修了証の発行を行った
・講演会企画中 日にち：平成 29 年 2 月 4、5 日 講師：小川先生
内容：介護予防に資する人材育成研修、シンポジウムなど
14. MTDLP 基礎研修について
・12 月 17 日事例検討会実施予定
・MTDLP 推進会議 平成 29 年 6 月 10 日、11 日予定
15. 福祉用具エキスパート事業について
・現在県士会員のうち、38 名が参加中
→4 班に分け（介護ロボット・シーティング・サポートセンター展示選定・リハ工房）
、土曜日半日（月
に１～２回）交代で活動していく。来年１月から活動できるように調整中
16. 特別支援教育について
・佐賀県ＬＤ・ＡＤＨＤ等教育研究会研修会への講師派遣
→12 月 20 日、鵜殿 OTR、助手として井手 OTR を派遣予定 事前打ち合わせを行っていく
・特別支援教育について相談窓口を作ってほしいとの依頼があり、受け入れ体制を作っていく方向で調整
していく
17. その他
・佐賀県地域医療介護綜合確保基金事業
→在宅医療介護連携推進委員会へ当士会運営情報提供
以上

（文責：堀 恭介）

